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ま え が き 
 
 
 本報告書は、経済産業省（ＭＥＴＩ）から補助金を受け、財団法人 地球環境産業技術

研究機構（ＲＩＴＥ）が平成１４年度に実施した「エネルギー使用合理化古紙等有効利用

二酸化炭素固定化技術開発」の成果をとりまとめたものである。 
 
 本研究開発は、セルロースを主成分とする古紙等を原料とし、生物学的方法で糖類にま

で分解し、その糖類と二酸化炭素から微生物機能を利用して、効率的に有機酸等の有用物

質に変換する技術を開発し、古紙等を有用な化学原料物質やエネルギーとして有効利用す

る技術の確立を図るものである。開発期間は、平成１２年度から１６年度までの５カ年計

画で実施するもので、平成１２、１３年度は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ

ＥＤＯ）から委託を受けＲＩＴＥが実施していたが、平成１４年度からＭＥＴＩから直接

補助金を受けて実施したものである。 
 
 テーマは「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術開発」で、①「古

紙等から糖類を生産する技術の開発」、②「糖類及び二酸化炭素から有機酸等を生産する技

術の開発」、③「有機酸等の生産技術の開発」、④「有機酸から燃料油を生産する技術の検

討」の４つのサブテーマから成り、平成１４年度は前述の①、②、③の３つのサブテーマ

について検討を実施し、次年度以降に実施すべき技術課題を抽出した。 
 
 今回の研究開発にあたり、終始指導力を発揮し、研究成果のとりまとめに大きく寄与さ

れた熊谷英彦委員長はじめ委員の諸先生方並びに多くの関係者の方々に対して心より感謝

申し上げます。 
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概 要 



概  要 

 

本研究開発は、財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が新エネルギー・産業技術総

合開発機構（NEDO）の委託を受けて「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素

固定化技術研究開発」のテーマで古紙の有効利用に関して平成１２年度より５カ年の計画

で実施していたが、３年目の平成１４年度より経済産業省（METI）の平成１４年度二酸化

炭素固定化・有効利用技術等対策事業費補助金「エネルギー使用合理化古紙等有効利用二

酸化炭素固定化技術開発」を受けて実施するものである。本研究の最終目標は古紙を原料

として、まずこれを糖にまで分解し、その糖と二酸化炭素から有用な有機酸等を生産する

技術に関して、微生物機能を用いて化学プロセスと競合できる高生産性のバイオプロセス

を構築することにある。  

本研究開発の主要な技術課題は、生物的方法で古紙等を分解して糖類に変換する技術と得

られた糖類と二酸化炭素から生物機能を利用して有機酸等を生産する技術を確立すること

にあり、経済性の観点から、（ⅰ）古紙を効率的に糖化するための安定かつ高活性の酵素を

生産する改良微生物の創製及び、（ⅱ）コリネ型細菌を嫌気条件下で用いることにより、増

殖を停止した状態で菌体触媒として物質生産を行う新規バイオコンバージョン技術の確立

がキーポイントである。  

本成果報告書は、上記技術課題を中心に５カ年計画の３年度である平成１４年度に実施し

た研究の成果についてまとめたものである。以下に内容を要約する。  

 

第１章は、緒言である。  

 

第２章では、古紙の糖化に関する研究成果をまとめた。  

古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っている。前処理技術として、紙の原料及び製造工程等の酵素糖

化効率への影響について検討した。また、禁忌品を含むために古紙利用率が低い MOW（ミ

ックスオフィス古紙）の糖化効率について検討した。酵素分解による糖類生成技術の検討

に関しては、昨年度得られた高い古紙糖化活性を有する選抜株について、セルラーゼ生産

活性の向上について検討した。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖

する好アルカリ性菌Aeromonas No.212株のセルラーゼ遺伝子のクローニング及び該酵素

の機能改変を試みた。さらに、実用化に即した酵素反応槽を用いた糖化試験を行った。 

前処理技術の確立に関しては、古紙の糖化効率に及ぼす紙の原料の樹種ならびに製造工

程の影響について検討した。また、古紙再生の禁忌品を含むため、回収率の低い MOW に

ついての利用可能性について検討した。禁忌品である粘着紙、粘着紙の剥離紙、ノーカー

ボン紙、感熱記録紙のいずれも酵素的な糖化が可能であることが示された。さらに、業務

用として販売されている安価な界面活性剤を用いて糖化効率の向上を検討したところ糖化
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が促進されることが認められた。 
酵素分解による糖類生成技術に関しては、高い古紙糖化活性（PPCU）を有する 4 株のセ

ルラーゼ生産株について、市販酵素と混合した糖化反応について検討を行ったところ相乗

効果が認められた。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖する好アル

カリ性菌 Aeromonas No.212 株のキシラナーゼ、及びエンドグルカナーゼ遺伝子のクロー

ニングを行い、本酵素の機能改変を試みた。その結果、結晶性の高いアビセルにも活性を

示すことが認められた。昨年度に引き続き、「酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に

関する検討」、「古紙の分解を担う酵素機能の解析」に関して、京都大学、及び秋田県立大

学に研究を委託し、その結果をまとめた。また、古紙糖化酵素分解による糖類生成技術の

実用化に即して、酵素反応槽を用いて PPC 紙の糖化を試みた。また、生成物の濃度が約

２％を越えると糖化反応阻害が起こるため、生成物濃度を制御可能な反応槽の設計につい

て検討を開始した。                                       

菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する基礎研究を米国 RITE カリフ

ォルニア大分室で実施した結果をまとめた。今年度は Clostridium cellulovorans の生成

するセルロース結合ドメインの諸性質、ミニセルロソームとセルロソーム酵素では無い

ArfA によるコーン繊維の分解、また mRNA レベルでのセルラーゼ発現について検討を行

った。 

 

第３章はバイオコンバージョン技術の開発に関する成果についてまとめた。 

RITE 独自に開発したコリネ型細菌である RITE 菌（Corynebacterium glutamicum R）は、

嫌気的条件下において生育を停止するが、糖類からのエネルギー生成系の活性は維持する。

さらに糖類から炭素数３の化合物を生成し、菌体外の二酸化炭素を固定して炭素数４の有

機酸等を生成する。この特徴を利用した新規バイオコンバージョン技術は、増殖を見込ん

だ空間を必要とせず、反応開始時において菌体濃度を高く設定することが出来るため、単

位容積、単位時間あたりで高い生産性が得られる。さらに、増殖によるエネルギー消費が

無いことから、糖類から有機酸を高効率で生成できるなどの利点を有している。 

そこで、糖類から有用物質を生産するための新規バイオコンバージョン技術の開発と、

本技術による二酸化炭素固定効率、及び有機酸生産効率の向上を目的として、糖類からの

エネルギー生成の効率化、および菌体外からの二酸化炭素の組み込み反応の効率化に関す

る要素技術について検討を行った。  

糖類からのエネルギー生成の高効率化を目的として検討を行った。基礎技術確立の一環

として、RITE 菌のゲノム解析、及び嫌気条件下における特異的なタンパク発現解析をプロ

テオミクス手法によって行った。続いて、糖類からのエネルギー生成の効率化を目的とし

て、エネルギー生成経路酵素 GAPDH の酵素活性へ及ぼす菌体内物質濃度の影響、RITE
菌のβ-グルコシドの利用性に関わる代謝制御機構の解析、及び嫌気条件下におけるエネル

ギー生成系の（活性化因子の）解析について検討を行った。さらに、実用化を視野に入れ
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た RITE 菌による連続的有機酸生成反応を試みた。 

RITE 菌の炭酸イオン組み込み反応の高効率化を目的として検討を行った。各炭酸固定酵

素遺伝子を破壊した RITE 菌を用いて、嫌気条件下における炭酸イオンの組み込み反応の

代謝解析を行った。また、「CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索」を京都

大学に再委託し、細胞内 C1 化合物代謝に必須なホルムアルデヒド固定酵素の性質と遺伝子

発現の調節機構についての知見を得た。 

 

第４章では、国内の古紙の動向、及びコハク酸の利用、動向ついての調査結果をまとめた。  

 

第５章では、成果と今後の課題についてまとめた。  
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Summary 

 

This 5-year R&D project entrusted to Research Institute of Innovative Technology for the 

Earth (RITE) by New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) under the theme 

“Research and Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 

Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation” was started in fiscal year 2000. From fiscal 

year 2002, the project was restarted under the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 

under the new theme “Development of Technologies for Paper Wastes Reuse for Energy Use 

Rationalization and for Atmospheric CO2 Fixation”. The ultimate goal of the study is to establish 

bioprocesses more efficient than the chemical processes currently used for the degradation into 

saccharides of waste papers, and for the production of useful compounds, such as organic acids, 

from fermentation of the resulting saccharides coupled to fixation of atmospheric CO2. These latter 

two goals represent major technical challenges.  

From an economic point of view, the key R&D points are: (i) the engineering of 

microorganisms with improved properties producing stable and highly active enzymes for the 

efficient saccharification of paper wastes, and (ii) the establishment of a new bio-conversion 

technology in which the strictly aerobic coryneform bacteria function as whole cell catalysts 

producing useful substances under conditions of repressed growth. Particularly, anaerobiosis 

provides an attractive means to attain strict cell division control.  

This report summarizes the results obtained within the framework of this study during the 

third year of the project (fiscal year 2002). The report includes the following 5 chapters.  

 

Chapter 1: Introduction  

Chapter 2: Waster paper saccharification.  

As a means to facilitate the saccharification process, pre-treatment and production of 

sugars by enzymatic degradation techniques were studied. Effects of raw materials and production 

processes of paper on saccharification efficiency, and saccharification of mixed office paper were 

investigated. Soft wood pulp was more easily degraded than hard wood pulp. Moreover, the 

saccharification of mixed office waste paper (MOW) containing carbonless paper, thermal paper or 

sticky paper was studied. The possible synergies existing between cellulases originating from 

different sources and a variety of commercially produced surface active agents was examined. 

In our studies the impact of the genetic sources of the enzymes used in the 

saccharification of waste papers, within the background of a recombinant microorganism 

expressing all the enzymes necessary to achieve efficient waste papers degradation was emphasized. 

Particularly, a large collection of microorganisms that have been reported to produce cellulolytic 

enzymes was assembled and their paper degradative abilities were assessed. The possible synergies 

existing between cellulases originating from different sources and a variety of commercially 
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produced surface active agents were studied. It was observed that commercially produced enzymes 

mixed with enzymes originating from several of isolated strains worked synergistically and 

enhanced the total saccharification activity. Cloning and alteration of xylanse and endo-glucanase 

of alkalophilic bacteria, Aeromonas No. 212 strain, were studied. From fiscal last year, parts of the 

fundamental aspects of this research were performed in alkalophilic bacteria in collaboration with 

Kyoto University and Akita Prefectural University (respectively, “Structural Analysis of Enzymes 

and Relationships between Structure and Function” and “Analysis of Enzyme Function in the 

Degradation of Recycled Paper”). In line with practical application, saccharification of PPC (plain 

paper copier) paper using a bio-reactor was investigated. Design of a reactor that can control 

concentration of products was started, since enzyme activity are inhibited by products. 

Furthermore, the cellulosome, a complex assembly of enzymes and scaffolding proteins 

that is characterized by a remarkable degradative ability of cellulose and hemicellulose was 

investigated. In this year, properties of the cellulose binding domain of Clostridium cellulovorans, 

degradation of corn fiber by ArfA and the expression of its main protein elements were studied.  

 

Chapter 3: Bio-conversion technology development.  

C. glutamicum R does not grow under oxygen-limiting conditions, but produces high 

concentrations of organic acids instead. Using these unique features of C. glutamicum R, 

development of a novel bio-conversion process for organic acid production from sugars 

sourced from waste paper was studied. Specifically, improvement of the rate of energy 

conversion from saccharides, and the technologies that will maximize the rate of atmospheric CO2 

fixation were studied.  

To improve the rate of energy conversion from saccharides, the following studies were 

undertaken. Proteome analysis was carried out to understand metabolic changes of C. glutamicum 

R between aerobic and anaerobic conditions. The controlling effect of NADH on activity on 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase on glycolytic flux was investigated. Carbon control of 

a catabolic system involved in the utilization of β-glucosides in C. glutamicum R was investigated. 

Moreover, continuous production of organic acid under anaerobic condition was examined. 
 Anaerobic metabolism was analyzed using some gene mutants of C. glutamicum R. 

Under the same theme was the collaboration with Kyoto University (“Exploration of New 

Microorganisms and Novel Enzymes on Carbon Dioxide Fixation”). This latter study confirmed the 

possibility of utilizing enzymes originating from methylotrophs. 

 

Chapter 4: Trends of succinic acid and waste paper 

In this chapter, trends of succinic acid and waste paper are described.  

Chapter 5: Conclusions to date and future plans  
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本 編 



第１章 緒言 

 

１．１ 概要 

 

資源の乏しい我が国においては、生活の基盤となるエネルギーや化学原料物質の大部分

を海外の石油に依存しているため、それらの石油以外への分散が求められており、また最

近の地球温暖化問題への積極的な対応が求められている。 

バイオマスは再生可能な資源であり、それらを有効に活用することは、上記のエネルギ

ーや地球温暖化問題等への対応や経済社会システムの中に炭素循環を行わせる有力な手段

である。 

本研究は、その検討の一環として、バイオマス資源由来である古紙の有効活用を目指す

もので、平成１２年度より５カ年の計画で、NEDO の委託を受けて実施していたもので、

３年目の平成１４年度から経済産業省の補助金事業として実施するものである。 

現在、国内において年間３，０００万トンを上回る紙が生産されているが、その約６０％

の１，８００万トン強が回収されている。平成１２年４月１日より、容器包装リサイクル

法が完全施行されたことにより、今後さらに回収量が増加するものと予想される。しかし

ながら、細かく裁断されたオフィス用紙等や、紙としての強度等の理由による再利用回数

の限界から回収古紙すべてが再生に適するわけではなく、リサイクルが困難なものとして

それらの活用法が求められている。 

本研究開発は、古紙等の糖類への分解（糖化）と得られた糖類とＣＯ２から微生物機能

により有機酸等を生成する技術（バイオコンバージョン）の開発に関するものである。な

お、得られる有機酸等は化学原料物質あるいは燃料原料としての有効利用が期待される。 

古紙分解技術開発の目標はコスト優位性のある生物的分解方法の確立である。バイオマ

ス分解技術において米国で技術開発が進んでいる酸糖化法は、環境負荷の点またコスト面

で課題が残されているとされ、さらに、バイオマス分解と比較しリグニン含量が少ない情

報処理用紙等の高級古紙は、今後技術の発展が期待される生物的方法の対象としてより適

性があると考えられる。ただし分解技術体系において生物的方法の採用に際しては特有の

課題である、古紙不純物による酵素作用に対する阻害の問題を解決することが重要となる。 

またバイオコンバージョン工程は、（財）地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）独自の新

規バイオプロセスを導入することにより化学プロセスと競合できる高生産性な有機酸等の

製造プロセス構築について検討する。この技術の特徴は、既存のバイオプロセスでは微生

物は増殖する過程で物質を生産するのに対して、嫌気条件下で増殖が停止しているにも拘

わらず、主要なエネルギー生成系の活性は維持され、量論的に炭素数３の化合物を生成し、

さらに炭酸イオンを取り込んで炭素数の増加した有機酸等が得られる点にある。 

コスト面で競合可能な有機酸等を製造するためには、古紙分解工程及びバイオコンバー 

ジョン工程ともに微生物機能の大幅な改善が必要で、そのためには、遺伝子レベルでの改
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良が不可欠である。従って、平成１４年度は、５カ年計画の３年目であり、主要な研究課

題である ａ）古紙から糖類を生産する糖化技術の開発と、ｂ）得られた糖類から有機酸

等を生産するバイオコンバージョン技術の開発を中心に研究開発を継続した。さらに実用

化を目指し、原料である古紙の回収限界量や糖化原料使用可能量の調査及び目標製品の有

機酸の一つであるコハク酸の用途分野や特許についての調査を行った。 

 本報告書では以上の研究開発結果と調査結果についてまとめた。 

 

 

１．２ 研究開発の目的、方法及び実施体制 

 

1.2.1 研究開発の目的 

 資源の乏しい我が国においては、エネルギー供給の大部分を海外の石油に依存している

ため、石油以外へエネルギーの分散がもとめられており、また最近の地球温暖化問題等へ

の積極的な対応が求められている。 

 温室効果ガスである二酸化炭素が光合成により吸収されたバイオマス資源であるセルロ

ースを主成分とする古紙等は、我が国において年間 1,800 万トン程度回収されているもの

の、大量の古紙が再生紙としての再利用が困難な状況となっており、バイオマス資源の有

効利用という観点からも、処理対策が求められている。 

 このため、本研究開発では、主としてセルロースを成分とする古紙等を生物的な方法で

糖類まで分解し、その糖類と二酸化炭素から微生物機能を利用して有機酸等の有用物質に

高効率に変換する技術を開発し、古紙等を有用な化学原料物質やエネルギーとして有効利

用する技術の確立を図る。 

 

1.2.2 研究開発の方法 

(1) 研究開発の内容 

       上記の目的を達成するために以下の研究開発を行う。 

① 古紙等から糖類を生産する技術の開発（糖化技術の開発） 

② 糖類及び二酸化炭素から有機酸等を生産する基礎技術の開発 （バイオコンバージョン

技術の開発） 

③ 有機酸等の生産技術の開発（バイオプロセスの構築） 

④ 有機酸等新規市場調査（含む有機酸から燃料油等を生産する技術の検討） 

  具体的には、以下の全体計画のもとに行う。 

 

(2) 全体計画 

今回の研究開発は、平成１６年度には基礎技術の開発を完了し、次の３年間で工業化（実 

用化）研究を実施し、平成２０年度から有機酸製造の実用化を目指す。 
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① 古紙から糖類を生産する技術の研究開発（糖化技術の開発） 

研究開発の効率化を図るため各種古紙の内、比較的不純物の少ない古紙を選択して技 

術開発を行う。また、並行して不純物の多い古紙の不純物除去技術を検討し、最終的に 

は不純物除去技術を確立する。さらに古紙分解を担う高度安定酵素の探索・解析を行う 

ことにより酵素分解による糖類生成技術の開発を行う。そのために以下の研究を実施す 

る。 

a. 前処理技術の確立（回収古紙中の不純物除去技術の開発） 

b. 酵素分解による糖類生成技術の検討（古紙等分解を担う微生物及び酵素の探索・解析）  

 

② 糖類及び二酸化炭素から有機酸等を生産する基礎技術の開発 （バイオコンバージョン

技術の開発） 

糖類と二酸化炭素を出発原料として有用物質である有機酸等への変換を担う高生産性

の新規バイオコンバージョンプロセスを研究開発するために、糖類からエネルギー生成と

炭酸イオンの有機酸等への組み込み反応に関して、それらを促進する因子を解明し、その

改変により生産性向上の可能性がある。そのための基礎技術の確立を以下の項目に分けて

検討する。 

a. 生育抑制技術の確立 

b. 糖類からのエネルギー生成の高効率化 

c. 炭酸イオン組み込み反応の高効率化 

 

③ 有機酸等の生産技術の開発（バイオプロセスの構築） 

 実用化を目指し組み換え培養技術、連続反応技術や分離回収技術の基礎検討を行う。 

 

④ 有機酸等の新規市場調査（含む有機酸等から燃料油を生産する技術の検討） 

新プロセスによる生成有機酸等の新規市場調査を実施するともに、コスト試算を実 

施し実用化のための課題を検討する。 

 

(3) １４年度実施内容 

本年度は以下に示すように平成１３年度に引き続き、主要な研究課題であるａ）古紙 

から糖類を生産する糖化技術の開発と、ｂ）得られた糖類から有機酸等を生産するバイオ

コンバージョン技術の開発を中心に研究開発を継続するとともに、実用化を目指し、原料

である古紙や目標製品の有機酸の一つであるコハク酸についての調査を行った。 

 

① 糖化技術の開発 

a. 前処理技術の確立 
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平成１３年度には、上質紙を中心に、最適前処理法について検討し、インクやトナー等

の不純物は、糖化速度や透過率に影響を及ぼさないことを明らかにした。 

本年度は、紙の原料や製造工程などの酵素糖化効率について検討し、禁忌品を含むため

に古紙利用率が低い MOW（ミックスオフィス古紙）の糖化効率について検討した結果、

禁忌品である粘着紙、粘着紙の剥離紙、ノーカーボン紙、感熱記録紙のいずれも酵素的な

糖化が可能であることが示された。さらに、業務用として販売されている安価な界面活性

剤を用いて糖化効率の向上を検討したところ糖化が促進されることが認められた。 

 

b. 酵素分解による糖類生成技術の検討 

平成１３年度までに古紙の分解を担う強力な酵素の探索検討を行い数種の優良菌株を

得た。さらに糖化を促進する技術の開発のために異なる微生物に由来するセルラーゼの相

乗効果の検討と界面活性剤の添加による糖化促進の検討を行った結果、２－３の菌株の組

合せで２倍の酵素に匹敵する活性を示した。また、界面活性剤の促進効果も確認できた。

今回の検討結果の組合せによりさらなる固化が期待でき、糖化コストの低減の可能性が確

認できた。 

今年度は、酵素分解による糖類生成技術の検討を行い、昨年度得られた高い古紙糖化活

性を有する選抜株について、セルラーゼ生産活性の向上について検討した。また、セルロ

ースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖する好アルカリ性菌Aeromonas No.212株のセ

ルラーゼ遺伝子のクローニング及び該酵素の機能改変を試みた。その結果、結晶性の高い

アビセルにも活性を示すことが認められた。 

昨年度に引き続き、「酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する検討」、「古紙

の分解を担う酵素機能の解析」に関して、京都大学、及び秋田県立大学に研究を委託し、

その結果をまとめた。 

さらに、古紙糖化酵素分解による糖類生成技術の実用化に即した酵素反応槽を用いて

PPC 紙の糖化を試みた。また、生成物の濃度が約２％を越えると糖化反応阻害が起こるた

め、生成物濃度を制御可能な反応槽の設計について検討を開始した。 

菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する基礎研究を米国 RITE カリフォ

ルニア大分室で実施した結果をまとめた。    

 

② バイオコンバージョン技術の開発 

平成１３年度は Corynebacterium glutamicum R （コリネ型細菌：RITE 菌）のゲノム解析

を実施し、得られた情報を基に生育制御、エネルギー生成の効率化、二酸化炭素組み込み

に関与する蛋白や遺伝子群を特定し、遺伝子組み換えなどによりそれらの機能を強化する

ことを実施した。 

本年度はバイオコンバージョン技術の開発、並びに本技術の二酸化炭素固定効率、及び

有機酸生産効率の向上を目的として、糖類からの主要なエネルギー生成の高効率化、およ
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び菌体外からの二酸化炭素の組み込み反応の効率化に関する要素技術について検討を実施

した。 

 

a. 糖類からのエネルギー生成の高効率化 

基礎技術確立の一環として、RITE 菌のゲノム解析、及び嫌気条件下における特異的なタ

ンパク発現解析をプロテオミクス手法によって嫌気的条件下における酵素発現量を定量し

たところ、解糖系と TCA サイクルの酵素発現量が顕著に増加していることが認められた。 

続いて、糖類からのエネルギー生成の効率化を目的として、エネルギー生成経路酵素

GAPDH の酵素活性へ及ぼす菌体内物質濃度の影響、RITE 菌のβ-グルコシドの利用性に関

わる代謝制御機構の解析、及び嫌気条件下におけるエネルギー生成系の（活性化因子の）

解析について検討を行った。グルコースと二糖類（セロビオース）の取り込み制御機構に

ついてゲノム遺伝情報に基づいた解析を行い、転写レベルで該機構が制御されていること

を解明した。 

さらに、実用化を視野に入れた RITE 菌による連続的有機酸生成反応を試みた。 

 

b. 炭酸イオン組み込み反応の高効率化 

各炭酸固定酵素遺伝子を破壊した RITE 菌を用いて、嫌気条件下における炭酸イオンの

組み込み反応の代謝解析を行った。コハク酸を選択的に生成する乳酸デヒドロゲナーゼ

(LDH)破壊株においては、野生株と異なり、炭酸の固定にピルベートカルボキシラーゼが

関与していることが示唆された。 

委託研究として、「CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索」を京都大学に

委託し、糖代謝と密接に関連したホルムアルデヒド固定酵素の性質と遺伝子発現の調節に

ついて検討を行い、その酵素化学的性質を明らかにした。 

 

③ 国内動向調査 

実用化を目指し、原料である古紙の回収限界量や糖化原料使用可能量の調査及び目標製

品の有機酸の一つであるコハク酸の用途分野や特許についての調査を行った。 

 

 

1.2.3 研究場所 

(1) 財団法人 地球環境産業技術研究機構 地球環境産業技術研究所 

         微生物分子機能研究室 

   〒619-0292 京都府相楽郡木津町木津川台 9-2 

(2)  RITE 王子分室（王子製紙株式会社 新技術研究所内） 

〒135-8558 東京都江東区東雲 1-10-6 
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(3)  RITE  カリフォルニア大分室（米国 カリフォルニア大学 デイビス校内） 

One Shields Avenue Davis, CA 95616-8535 

 

(4) 京都大学大学院生命科学研究科（委託） 

〒606-8502  京都府京都市左京区北白川追分町 

 

(5) 京都大学大学院農学研究科（委託） 

〒606-8502  京都府京都市左京区北白川追分町 

 

(6) 秋田県立大学木材高度加工研究所（委託） 

〒016-0876 秋田県能代市字海詠坂 11-1 

 

1.2.4 実施期間 

自 平成１４年４月  １日 

至 平成１５年３月３１日 
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1.2.5 実施状況 

平成１４年度の研究実施状況を表 1.2.5 に示す。 

 

表 1.2.5 平成１４年度研究実施状況 

 
平成 14 年 平成 15 年 

研 究 開 発 項 目 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

 
ａ）糖化技術の開発 

 
①前処理技術の確立 
 
②酵素分解による糖類生成技術の検討 

  
（関連する委託研究） 
ⅰ)酵素蛋白の構造解析及び構造と機

能の相関性に関する検討  
 
ⅱ)古紙の分解を担う酵素機能の解析 

  
ｂ）バイオコンバージョン技術の開発 

 
①糖類からのエネルギー生成の高効率化
 
②炭酸イオン組み込み反応の高効率化 
 
（関連する委託研究） 
ⅰ)ＣＯ２取り込み機能を有する新規微

生物（酵素）の探索 
 
ｃ）国内動向調査 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

 
 

   
 
 
報

告

書
    
   
 

 
 
 
 
報

告

書
 
 
 
  
報

告

書
 

 
究推進委員会 
 

 実用化検討ワーキンググループ  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
○ 
 
○ 

  
 

 
○
 
○

  
○ 
 
○ 
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1.2.6 実施体制 

(1) 研究組織及び管理体制 

 

① 研究組織 

                                      

 

 

 

 

 

② 管理体制 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

（財）地球環境産業技術研究機構 

地球環境産業技術研究所 

）

 

地球環境産業

技術研究所 ﾟ 

微 生 物 研 究

グループ 

一 

 

一 

エネルギー使用合理化古紙等有

固定化技術開発に関する 
① 研究推進委員会 
② 実用化検討ワーキン

 

委託 
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京都大学（国立
 

ム 

研究業務ﾁｰﾑ 

 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大分室 

 

 

効

京都大学
グ

秋田県立大学
学 
秋田県立大
理事長
 事務局長
 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
経理チー
研究企画ｸﾞﾙｰﾌ
王子分室
委託
前田 浩
茅 陽

松尾 清
湯川 英明 
利用二酸化炭素

グループ 



(2) 研究者氏名及び人員（役職、研究項目別担当） 

 財団法人地球環境産業技術研究機構      

氏     名 所 属 ・ 役 職（職名） 担当項目 

湯川 英明 地球環境産業技術研究所     グループリーダー 
 微生物研究グループ        主席研究員 ａ）ｂ）ｃ）ｄ）

乾   将行 同 上                 主任研究員 ａ）ｂ）ｃ）ｄ）

射場  毅    同 上                 主任研究員 ａ）ｂ）ｃ）ｄ）

横山 益造      同 上                   主任研究員 ｃ）ｄ）

伊達 公雄      同 上                   主任研究員 ａ）  ｃ） 

トーマス・ガルベ      同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

市川 景隆 同 上                 主任研究員 ａ）ｂ） 

パベル・コトルバ 同 上                   研究員 ｂ） 

篠田 吉史 同 上                   研究員 ｂ） 

クリスピヌス・ 
    オムマサバ      同 上                      研究員 ｂ） 

浦野 明人    同 上                      研究員 ｂ） 

根岸 智史    同 上                   研究員 ｂ） 

沖野 祥平    同 上                 研究員 ｂ） 

川口 秀夫    同 上                 研究員 ｂ） 

中田 かおり    同 上                 研究員 ｂ） 

四方 裕久    同 上                 研究員 ｂ） 

二宮 加奈    同 上                 研究員 ｂ） 

吉田 章人    同 上                  研究員 ｂ） 

塚本 周平    同 上                   研究員 ｂ） 

加藤 朝子    同 上                  研究員 ｂ） 

村上 賜希子    同 上                  研究員 ｂ） 

和田 真利子    同 上                研究員 ｂ） 
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池田 洋子    同 上                研究員 ｂ） 

渡邊 淳子    同 上                研究員 ｂ） 

柴田 寛子    同 上                研究員 ａ） 

佐藤 由美子    同 上                研究員 ｂ） 

田上 由美子    同 上                研究員 ａ） 

上田 麻景    同 上                研究員 ａ） 

辰巳 奈美    同 上                研究員 ａ） 

池永 由布子    同 上                研究員 ｂ） 

貴島 由美子    同 上                研究員 ｂ） 

水口 祥子    同 上                研究員 ｂ） 

田嶋 恭子    同 上                研究員 ａ） 

松尾 清一 地球環境産業技術研究所     グループリーダー 
研究企画グループ           主席研究員 ａ）ｂ）ｃ）ｄ）

杉浦  純 地球環境産業技術研究所     
微生物研究グループ 王子分室  主任研究員 ａ）    ｄ）

塚本  晃 同 上      同上    主任研究員 ａ） 

岩崎 裕次 同 上      同上       研究員 ａ） 

泉  可也 同 上      同上       研究員 ａ） 

甲  真理     同 上      同上       研究員 ａ） 

伊関 可奈子     同 上      同上       研究員 ａ） 

田中 克幸 同 上      同上       研究員 ａ） 

坂口 安史     同 上      同上       研究員 ａ） 

大居 亨     同 上      同上       研究員 ａ） 

Percival T. de la Rosa     同 上  カリフォルニア大分室   研究員 ａ）ｂ） 

Helen Chan         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

Sung Ok , Han         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

Hee-Yeon , Cho         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 
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Roger Koukiekolo         同 上  カリフォルニア大分室    研究員 ａ） 

 
 
（委託先） 
京都大学 

熊谷 英彦 大学院  生命科学研究科     教授 ａ） 

加藤 暢夫 大学院  農学研究科       教授 ｂ） 

 
秋田県立大学 

 
 

桑原 正章 秋田県立大学 木材高度加工研究所 教授 ａ） 

 

尚、担当項目  a) 糖化技術の開発 

  b) バイオコンバージョン技術の開発 

   c）要素技術の検討 

   d）国内外の調査 

   

 

(3) 経理担当者及び業務管理者の所属・氏名 

  （財）地球環境産業技術研究機構  

 （経理担当者）総務グループ 経理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 西山 幸一（H14.4.1～H14.8.31） 

  同上  同上 前田 浩 （H14.9.1～H15.3.31） 

 （業務管理者）微生物研究グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 湯川 英明(主席研究員) 

 

 

(4) 他からの指導・協力者名及び指導・協力事項 

① 委員会名簿 表 1.2.6 に記載 

  

② 委員以外からの指導・協力 

  ロイ・ドイ  カリフォルニア大学Ｄａｖｉｓ校  教授  
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表 1.2.6 エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術研究開発 

に関する研究推進委員会及び実用化検討ワーキンググループ委員名簿 

 

         

所属 所属部署 役職 氏名 備 考

＜研究推進委員会＞    

 京都大学 大学院 
生命科学研究所 教授 熊谷 英彦 委員長

 三重大学 生物資源学部 教授 大宮 邦雄 委員 

 京都大学 大学院 
農学研究科 教授 加藤 暢夫 委員 

 熊本大学 工学部 教授 木田 建次 委員 

 秋田県立大学 木材高度加工研究所 教授 桑原 正章 委員 

 東京農業大学 応用生物科学部 教授 児玉  徹 委員 

 中部大学 生命理工学部 教授 永井 和夫 委員 

＜実用化検討ワーキンググループ＞    

 東京農業大学 応用生物科学部 教授 児玉  徹 委員長

 昭和高分子（株）  顧問 石岡 領治 委員 

川崎重工業（株） 技術研究所  
化学・環境研究部 部長 梶畠 賀敬 委員 

日本鋼管㈱  ｺﾝｾﾌﾟﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

 エコシステムチーム
部長 佐藤 誠 委員 

（財）古紙再生促進 
センター  専務理事 高柳 晴夫 委員 

 （株）トキワ 製紙事業本部 工場長 
（執行役員）

山田 義視 委員 
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第２章 古紙等から糖類を生産する技術の開発（糖化技術の開発）  

 

２．１ 概要  
古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っている。前処理技術として、紙の原料及び製造工程等の酵素糖

化効率への影響について検討した。また、禁忌品を含むために古紙利用率が低い MOW（ミ

ックスオフィス古紙）の糖化効率について検討した。酵素分解による糖類生成技術の検討

に関しては、昨年度得られた高い古紙糖化活性を有する選抜株について、セルラーゼ生産

活性の向上について検討した。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖

する好アルカリ性菌Aeromonas No.212株のセルラーゼ遺伝子のクローニング及び該酵素

の機能改変を試みた。さらに、実用化に即した酵素反応槽を用いた糖化試験を行った。 

 

２．２項では、前処理技術の確立に関する検討を行った。古紙の糖化効率に及ぼす紙の

原料の樹種ならびに製造工程の影響について検討した。また、古紙再生の禁忌品を含むた

め、回収率の低い MOW についての利用可能性について検討した。禁忌品である粘着紙、

粘着紙の剥離紙、ノーカーボン紙、感熱記録紙のいずれも酵素的な糖化が可能であること

が示された。さらに、業務用として販売されている安価な界面活性剤を用いて糖化効率の

向上を検討したところ糖化が促進されることが認められた。 
 

２．３項では、酵素分解による糖類生成技術の検討を行った。高い古紙糖化活性（PPCU）

を有する 4 株のセルラーゼ生産株について、市販酵素と混合した糖化反応について検討を

行ったところ相乗効果が認められた。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下

で増殖する好アルカリ性菌 Aeromonas No.212 株のキシラナーゼ、及びエンドグルカナー

ゼ遺伝子のクローニングを行い、本酵素の機能改変を試みた。その結果、結晶性の高いア

ビセルにも活性を示すことが認められた。 
昨年度に引き続き、「酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する検討」、「古紙

の分解を担う酵素機能の解析」に関して、京都大学、及び秋田県立大学に研究を委託し、

その結果をまとめた。 

古紙糖化酵素分解による糖類生成技術の実用化に即して、酵素反応槽を用いて PPC 紙

の糖化を試みた。また、生成物の濃度が約２％を越えると糖化反応阻害が起こるため、生

成物濃度を制御可能な反応槽の設計について検討を開始した。 
                                                

２．４項では、菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する基礎研究を米

国 RITE カリフォルニア大分室で実施した結果をまとめた。今年度は Clostridium 

cellulovorans の生成するセルロース結合ドメインの諸性質、ミニセルロソームとセルロ

ソーム酵素では無い ArfA によるコーン繊維の分解、また mRNA レベルでのセルラーゼ発
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現について検討を行った。 

 

２．５項では本章の研究成果をまとめた。 
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２．２ 前処理技術の確立（王子分室） 
2.2.1 はじめに 
 １３年度までの結果として、前処理、たとえばアルカリ処理、硫酸処理などの前処理を

施しても上質古紙の場合には、新聞古紙やバイオマスで観察されるような糖化の促進効果

がみられなかった。しかしながら、市中に流通している紙には古紙パルプを使用する割合

が増えており、古紙に含まれる機械パルプの影響によって、糖化率が必ずしも高くならな

い場合がある。 

 また、紙といっても原料となる木の種類や製造方法（機械パルプ、化学パルプ、蒸解温

度、アルカリ濃度、漂白方法など）、添加物の違いなどが様々であり、これらが糖化に及ぼ

す影響は明らかではない。従って、試験の再現性や、他の研究例との比較が必ずしも妥当

ではない可能性がある。 

そこで、１４年度は紙の要因の中で、糖化に影響の少ない要因を明らかにし、試験の普

遍性を高めることを目的とする研究を行った。 

また、１３年度までの研究の中で、古紙の糖化に適した酵素として、従来よく研究され

ている菌以外で新たに４種類の菌株を選抜した。１４年度はこれらの菌株の生産するセル

ラーゼの製造条件、それらの酵素と、市販の酵素の相乗効果、セルラーゼの機能向上につ

いて検討した。 

 

2.2.2 標準古紙の選定 

(1) 目的 

古紙と一口に言っても、用途に応じて様々な種類が存在する。古紙の糖化を考える上で、

最も大きな影響は、紙の製造方法による違いであり、木質資源をすりつぶして製造する機

械パルプは、糖化が困難であるが、クラフトパルプはアルカリで蒸煮することによってリ

グニンやヘミセルロースを除去するため、比較的糖化が容易である。古紙は、その用途に

応じて、これらのパルプの原料樹種、パルプの配合比率を変えて選んで作られている。 

古紙の糖化条件を検討する上で、用いる古紙の品質が常に一定であるということはない。

紙の原料は工場によって違いがあり、針葉樹の機械パルプの場合、北海道の工場では入手

が容易なエゾマツ、トドマツが主体となるが、北海道以外の工場ではアカマツやスギなど

が原料として使用される。また、広葉樹の場合、国内の雑木林のチップの他、多くは海外

の植林地からのチップであり、輸出地、樹種などはその時々の入荷状況によって変化して

いる。また工場によって蒸解釜の性能や漂白設備の能力、製造する紙の種類、工場の立地

条件などの様々な因子の影響によって、製造の条件も異なっている。 

 従ってこれらの紙製造に関わる因子の中で酵素糖化にとって影響の小さい因子を探し、

変動の少ない紙を標準用紙として使わなければ、データの比較が困難である。そこで、原

料、製造方法などの製造の記録が入手でき、組成を明らかにすることができる紙を、各工

場から入手して、古紙パルプの影響、また原料の樹種（N 材、L 材）、製造工程（クラフト、
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メカニカルまた晒し、未晒し）の異なる紙を取り寄せ、糖化率を比較した。 

 

(2) 方法 

① 紙料 

 工場から 10 サンプルを取り寄せた。サンプル番号１～５および 11 は DIP 濃度の異なる

紙であり、また、工場間による差を見るため L 材 100%の紙を入手した。またサンプル番号

６から 10 は針葉樹パルプの割合の異なる紙料である。各サンプル用紙の原料組成は表

2.2.2-1 に示した。 

表 2.2.2-1 サンプルの原料組成 

L材
晒 晒 未晒

1 A 100
2 B 81.4 100
3 B 66 40 60
4 B 81.4 20 80
5 B 127.9 35 65
6 C 100 50 50
7 C 64 95 5
8 C 75 100
9 C 75 100
10 C 48 100
11 Ｄ 100

上級
古紙

紙料 工場
坪量
g/m2

N材
DIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 試料の絶乾重量と灰分の測定 

試料の絶乾重量はサンプルをアルミニウム製の秤量皿に載せ、105℃の乾燥機で 2 時間

乾燥し、重量を求めた。 

灰分はサンプルを磁製ルツボに入れ電気炉で 900℃,2 時間強熱し、これをデシケーター中

で 1 晩放冷してから秤量した。重量変化から灰分を求めた。 

③ 酵素糖化試験 

a. 試料の調製 

各試料は約３ｃｍ四方に切断し、フラスコに入れて所定の反応条件に従って糖化した。 

b. 糖化酵素の調製 

長瀬産業のパーガラーゼ FL60(以下 FL60 とする)を糖化に用いた。 

FL60（約 31 U/ml）        100ul 

1/100 希釈したこの酵素の 37℃、pH 5 での各活性は、 以下の通りであった。  

CMCase 活性（pmol/μl/min）  336 

Avicelase 活性（pmol/μl/min）  120 

PPC 活性（U/ml）           0.31 

c. 酵素糖化試験 

紙片1g（乾燥重量）を入れた50mM酢酸緩衝溶液(pH4)100mlにFL60 100ulを加え、50℃，
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100rpm で振とうし反応させた。反応液は経時的に１ml サンプリングし、0.22μm のフィル

ターで濾過したのち、溶液中の全糖量・還元糖量をフェノール硫酸法、Nelson-Somogyi 法

で測定し、グルコースで作成した検量線を元に、糖量を算出し、有機分から産生された糖

量を以下のように計算して糖化率を求めた。 

糖化後、測定したグルコースは加水分解されているために、１グルコース分子当り水の

分子量１８が増加し分子量は 180 となるが、糖化前のセルロースはグルコースが重合して

おり、その 1 グルコース当りの分子量は 162 である。 

ヘミセルロースは主にキシロースであり、当社の PPC 用紙などに使われている繊維には

１０％から２０％含まれており、イオンクロマトグラフィーによって確認して用いた。ま

たキシロースも水分子をひいた 132 を分子量として扱い、便宜上紙を構成する糖の平均分

子量を次のように算出した。 

 

紙中の構成糖の平均分子量 

グルコース分子量 162＊0.85＋キシロース分子量 132＊0.15＝157.5 

糖化率(%)＝生成糖量(モル)＊157.5/（絶乾重量－灰分）＊100 

 

d. 糖組成 

試料である PPC 用紙１g を 50mM 酢酸緩衝液 100ml と酵素溶液 FL-60 1ml とを 1 晩反応

させた後、3ml の濃硫酸を加えて、121℃で 5 分間処理をした。希酸処理液 1ml をメスフラ

スコ 200ml に希釈し、よく混合した後、0.22ul のフィルターで不溶化物を除去してから内

部標準法(ribose１ｍM)によりイオンクロマトで分析した。 

分析条件は次に示す通りに行った。 

    ○ 装置 ： DIONEX 社製 イオンクロマトグラフィー 

    ○ 溶出条件 ： 溶出液 

A : H2O 

B : 1 mM NaOH + 0.3 mM CH3COONa 

C : 100 mM NaOH  

D : 100 mM NaOH + 500 mM CH3COONa 

    ○ 単糖の測定条件 

      カラム：DIONEX PA-10 (4 x 250 nm) 

            溶出条件（A : B : C : D v/v） :  

             0 min ( 0 : 0 : 0 : 100 ) → 5 min (0 : 0 : 100 : 0 )  

            → 11 min ( 0 : 0 : 100 : 0 ) → 12 min ( 0 : 100 : 0 : 0 ) 

            → 30 min インジェクト 検出開始 ( 0: 100 : 0 : 0 ) 

            → 70 min ( 0 : 100 : 0 : 0 ) → 75 min ( 0 : 0 : 0 : 100 ) 

 

 23



(3) 結果 

① 試料の絶乾率と灰分 

 それぞれの試料の絶乾率、灰分を表 2.2.2-2 に示した。灰分量の多い試料は B 工場の 2、

4、5、やや灰分の多い試料は 1，7，11 であり、他の試料は灰分が 1%以下であった。水分

含量はいずれの試料もほぼ同様(92-94%)であった。 

 

表．2.2.2-2 サンプル紙の絶乾率と灰分 

紙料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
絶乾率(%) 93.2 93.3 93.4 94.1 93.8 93.2 93.6 92.2 92.8 93.7 92.5
灰分(%) 4.5 12.2 3.0 12.5 12.5 0.8 4.3 0.6 0.3 0.6 3.7

 

 

 

② 糖化率 

 48 時間後の有機分当りの糖化率（全糖）を比較し成分影響を図に示した。 

 予想したように古紙の含有率が上昇すると、糖化率が下がる傾向が見られた（図 2.2.2-1

参照）。また、L 材 100%の紙は工場間による糖化率に大きな違いは見られなかった。 

 樹種の影響として、針葉樹（N 材）のパルプの混合率が増えるに従って、糖化率が低く

なる傾向があった（図 2.2.2-2 参照）。しかし、サンプル番号８と１０では、同じ未晒し N

材 100％にも関わらず、糖化率が 2 倍近く違っており、針葉樹材では樹種や製造条件など、

何らかの因子が影響していることが考えられる。紙には、原料、製法、加工に様々な違い

があるため、これらの因子を決めることは困難である。そこで、次に要因を単純化するた

めに原料となるパルプの影響を調べた。 
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図 2.2.2-1 古紙含有率と糖化率の変化 
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図 2.2.2-2 N 材の含有率と糖化率の変化 
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③ 原料パルプの影響 

 紙の比較では、因子が多すぎることにより、糖化率の低下を及ぼす諸因子が分からなか

った。そこで紙の原料であるパルプの違いが糖化に及ぼす影響を調べた。用いたパルプは

表 2.2.2-3 に示した９種類のパルプである。 

 

表 2.2.2-3 供試パルプ 

 
 製造法 材 晒工程 

NBKP クラフトパルプ N 有 

NUKP クラフトパルプ N 無 

LBKP クラフトパルプ L 有 

LUKP クラフトパルプ L 無 

BGP グラウンドパルプ N 有 

UGP グラウンドパルプ N 無 

BTMP サーモメカニカルパルプ N 有 

UTMP サーモメカニカルパルプ N 無 

DIP 脱墨パルプ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの試料の絶乾重量と灰分は、表 2.2.2-4 に示した。 

 

表 2.2.2-4 各原料の絶乾重量および灰分 

 NBKP NUKP LBKP LUKP BGP UGP BTMP UTMP DIP 

絶乾重量(％) 35.16 32.27 32.93 29.82 21.45 27.71 23.96 27.97 26.92 

灰分(%) 0.19 0.24 0.15 0.52 2.32 1.28 5.40 2.70 2.00 

  

それぞれの試料について、有機分当りの糖化率を全糖、還元糖で測定した結果を図

2.2.2-3 から図 2.2.2-8 に示した。クラフトパルプの場合、L 材では晒し工程の有無に関わ

らず、糖化できているが、N 材では晒し工程が入らないと糖化に影響を及ぼす事が分かっ

た。（図 2.2.2-3、2.2.2-6）メカニカルパルプの場合いずれの工程でも糖化率がきわめて

低く 10％程度しかない事が分かった。（図 2.2.2-4，2.2.2-7）これは、メカニカルパルプ

ではリグニン分が残るため、リグニンに阻まれて酵素がセルロース繊維にアタックできな

いためだと思われる。 

脱墨パルプ（DIP）は、以前は新聞古紙を主な原料としていた。新聞は N 材のメカニカ

ルパルプと DIP を用いているので、DIP を N 材のメカニカルパルプと考えていた。DIP の糖

化率もメカニカルパルプ同様低いものと考えていたが、図 2.2.2-5，2.2.2-8 に示したよう

に DIP の糖化率は 6 割程度と意外に高かった。これは近年リサイクル意識の向上と伴に古
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紙回収率が高まり、DIP の中に占めるクラフトパルプの率が徐々に増えてきているためで

あると考えられる。 

以上のことから、広葉樹のクラフトパルプが、常に高い糖化率を示したが、他のパルプ

の糖化率は低いため、これらのパルプを含む紙は、その含量によって糖化率が影響を受け

ることが予測された。 

そこで、今後は、工場間の差も小さく、原料としても影響の受けにくい広葉樹クラフト

パルプ 100%の紙を標準紙として用いる事とし、A 工場製の紙を用いる事とした。 
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図 2.2.2-3 クラフトパルプの糖化率(全糖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2-4 メカニカルパルプの糖化率(全糖) 
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図 2.2.2-5 DIP の糖化率(全糖) 
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図 2.2.2-6 クラフトパルプの糖化率(還元糖) 
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図 2.2.2-7 メカニカルパルプの糖化率(還元糖) 
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     図 2.2.2-8 DIP の糖化率(還元糖) 

 

 

④ 標準紙の分析 

 ②、③の結果から、クラフトパルプで L 材を用いているものが、糖化反応での影響が小

さいので、A 工場製の PPC 用紙を、標準紙として今後の試験に用いる事とし、大量に入手

し、この紙の絶乾率、水分、糖組成および糖化率を評価した。 

標準紙の絶乾率は 95.84％、灰分は 4.28％であった。 

これまでは、パルプ中の糖量の分析として、酸加水分解が用いられてきた。この方法で

は 72%硫酸に 2 時間半から 4 時間浸漬後、水を加えて硫酸濃度を 4%に下げた後、121℃、1

時間の希酸処理を行った。しかしながらこの方法では、糖含量が 70%程度にしかならず、

フルフラールなどの副生成物への転換により、糖含量が下がることが予想された。 

今回、紙料中の糖濃度をより正確に測定するために、酸加水分解、酵素による分解、そ

の両方を用いた酵素および希酸分解の３種類の方法で L 材を加水分解し、そのイオンクロ

マトグラフィーの分析結果を比較した。その結果、希酸分解の後、酵素分解を行う、の両

方を行ったサンプルが最も収率が高くなる事が判明した。 

 この酵素糖化と希酸処理後のサンプルのイオンクロマトデータから、標準紙の含有糖量

はグルコース 65％、キシロース 17.3％であった。（図 2.2.2-9） 

この用紙の糖化率は図 2.2.2-10 に示した通り、可糖化成分に対して 48 時間で 76％であ

った。 
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図 2.2.2-9 PPC 用紙の糖質組成 
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図 2.2.2-10 標準 PPC 用紙の糖化率(全糖) 
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2.2.3 MOW（Mixed Office Waste、オフィス古紙）の糖化原料としての検討 

(1) 目的 

 紙のリサイクル率は向上しているが、紙の中には再生できない古紙再生の禁忌品と呼ば

れているものがあり、再生工程ではこれらの紙を人の手によって取除いている。これら禁

忌品には感熱紙、ノーカーボン紙、粘着紙などがある。 

 感熱紙は原紙の表面に感熱層が塗布されている。感熱層には無色染料とフェノール類、

その他の酸性物質が塗布されていて、熱を受けるとこれらの成分が溶解・接触して発色す

ることにより、印刷できるようになっている。感熱紙が、再生工程に混入すると紙を乾燥

する際、この感熱層の薬品反応で紙が着色する問題がある。 

 ノーカーボン紙は主に上用紙、中用紙、下用紙の 3 枚組を重ねてある。上用紙、中用紙

の下面に中に不揮発性の油に溶けている無色の染料の入ったカプセルが塗布され、中用紙、

下用紙の上面にレジンが塗布されている。圧を受けるとカプセルが破けて、レジン（発色

剤）と反応して発色するように出来ている。そのため、ノーカーボン紙が混入すると、製

品の色相に影響が出る。 

 粘着紙（タック紙）は紙に粘着剤がついているもので、粘着紙と剥離紙に分けられる。

紙の表面にポリエチレンとシリコーンのコーティングが施してあり剥離紙に粘着剤を塗布

した後、タック紙原紙とローラーに掛け粘着剤をタック紙に転写することによって作られ

る。粘着剤が着いた紙は、紙の再生工程で、ロール、ドライヤー、カレンダーなどの製紙

機械に付き、汚れを引き起こし、また、紙切れの原因にもなる。剥離紙はシリコーンとポ

リエチレンのラミネートが再生紙の工程で、パルパーの能力を低下させる要因になる。 

 MOW はこれらの再生紙製造上問題となる禁忌品が混入していることから、安価に流通し

ている。これを、糖化の原料とする検討を行った。 

 

(2) 方法 

① モデル MOW の調製 

MOW は標準的な組成として、PPC 紙 90%、段ボール 5%、週刊誌 5%を用いた。それぞ

れの紙を裁断し、混合した。 

② 禁忌品 

禁忌品として、感熱紙、タック紙（粘着剤）、剥離紙、ノーカーボン紙を各製造工場か

ら入手した。またタック紙（原紙）および写真雑誌やカレンダーに使用されるコート紙が

表面に化粧を施されているので、これらの紙についても参考までに糖化の試験を行った。 

③ 糖化方法及び糖化率の評価 

糖化方法及び糖化率の評価については 2.2.2 の方法と同様に行った。 

(3) 結果 

① モデル MOW の糖化 

モデル MOW の水分を除いた固形分濃度と灰分は表 2.2.3-1 の通りである。 
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表 2.2.3-1 モデル MOW の絶乾率および水分 

 モデル MOW 

固形分濃度(%) 93.67 

灰分(%) 4.73 

 

モデル MOW の有機分当りの糖化率（全糖）を示した。糖化率は 60％を超えるが、MOW 中

の段ボールは分解されずに残った。(図 2.2.3-1) 
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図．2.2.3-1 モデル MOW の糖化率(全糖) 

② 禁忌品の糖化 

 MOW に混入してくると考えられる先に述べた禁忌品の糖化に及ぼす影響を調べた。禁忌

品として試験した紙は、感熱紙、粘着紙（タック紙）、タック紙の剥離紙、ノーカーボン紙、

コート紙である。 

禁忌品の絶乾率と灰分は表 2.2.3-2 の通りである。 

表 2.2.3-2 禁忌品の絶乾率および灰分 

 感熱紙 タック紙

（原紙）

タック紙

(粘着剤)

剥離紙 ノーカー

ボン紙 

コート紙 

固形分濃度(%) 94.5 93.5 94.7 95.5 93.8 95.2 

灰分(%) 22.83 5.17 5.17 6.17 10.4 22.18 

備考   接着剤 

19.11％ 

ﾗﾐﾈｰﾄ 

16.5％ 

  

禁忌品それぞれの有機分当りの糖化率を全糖で測定した結果を図 2.2.3-2 から図

2.2.3-5 に示した。 

 禁忌品のいずれの紙も約６０％の糖化率を示した。 

 感熱紙は、灰分が高いため、白濁した沈殿物があったが、沈殿中には繊維状の物質は見

受けられなかった。 
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タック紙の剥離紙はラミネートの透明なフィルムだけを残し、紙の部分は糖化された。

粘着材の付いたタック紙は、原紙に比較して若干糖化率が下がった。 

ノーカーボン紙はマイクロカプセルが沈殿として残っていた。 

 コート紙は、白い粉が沈降したが繊維状の物は見受けられなかった。 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 5

時間（ｈ）

糖
化

率
(%

)

0

感熱紙

 

図 2.2.3-2   感熱紙の糖化率（全糖） 
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図 2.2.3-3 粘着紙の糖化率（全糖） 
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図 2.2.3-4 ノーカーボン紙の糖化率（全糖） 
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図 2.2.3-5 コート紙の糖化率（全糖） 
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③ 界面活性剤の添加による糖化促進 

 １３年度の成果として、界面活性剤 tween-80 により、糖化促進の効果があることを示し

た。図 2.2.3-6 に示した通り、tween80 を 0.1％以上添加することによって糖化率が 2 倍以

上に上昇する事が分かる。 
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図 2.2.3-6 tween80 の添加効果 

 

 しかしながら、実用化を考えると tween80 は、高価で使用できない、そこで業務用とし

て販売されている安価な界面活性剤で同じような糖化促進効果を得る事が出来ないかを調

べた。検討した界面活性剤の種類と主成分は以下の表 2.2.3-3 のとおりである。 

表 2.2.3-3 界面活性剤の成分 

 

陰イオン性界面活性剤１ ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム 

陰イオン性界面活性剤２ アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム 

陰イオン性界面活性剤３ オレイン酸カリウム塩 

陰イオン性界面活性剤４ ナフタレンスルホン酸・ホルマリン濃縮物ソーダ 

非イオン性界面活性剤１ ポリオキシエチレン（２０）ソルビタントリオレエート 

非イオン性界面活性剤２ グリセロールモノステアレート 

非イオン性界面活性剤３ ポリオキシエチレン（２０）硬化牛脂アミン 

陽イオン性界面活性剤 ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド 

両性界面活性剤 ２－アルキルーＮ－カルボキシメチル-Ｎ-ヒドロキシエチ

ルイミダゾリウムベタイン 

 糖化の試験方法は 2.2.2 に示した方法と同様に行ったが、糖化の促進効果を見ることが目

的なので、長瀬産業のパーガラーゼ FL60 を 50ul に減らして検討した。界面活性剤は酵素

反応系の 0.1%になるよう添加した。 

試験紙の可糖化成分当りの糖化率を全糖で測定した結果を図 2.2.3-7 に示した。 

非イオン性界面活性剤１(ポリオキシエチレン(20)ソルビタントリオレエート)，２（グ
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リセロールモノステアレート），３（ポリオキシエチレン（２０）硬化牛脂アミン）および

両性界面活性剤（２－アルキルーＮ－カルボキシメチル-Ｎ-ヒドロキシエチルイミダゾリ

ウムベタイン）で促進効果が見られた。陽イオン性界面活性剤（ステアリルトリメチルア

ンモニウムクロライド）および陰イオン性界面活性剤４（ナフタレンスルホン酸・ホルマ

リン濃縮ソーダ）で阻害作用が見られた。 
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図 2.2.3-7 界面活性剤添加時の糖化率(全糖) 
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２．３ 酵素分解による糖類生成技術の検討 
 

2.3.1 古紙糖化に適した酵素の選択 
(1) 目的 

古紙の糖化の実用化において、最もコストアップの要因となるのが、酵素のコストであ

る。したがって古紙糖化コストの削減をはかるためには、酵素のコスト削減を検討するこ

とが有効である。方法として、ひとつは酵素の使用量を減らしても効率の良い糖化反応が

進むように基質である古紙を前処理等によって反応性の高いものに改変していくこと、も

うひとつは古紙糖化に有効な酵素を低コストで得ることの 2 つが考えられる。ここでは後

者についての検討を行った。具体的には、これまでのスクリーニングにより得られている

古紙糖化に有望なセルラーゼ生産菌株より市販酵素と同等あるいはそれ以上に古紙糖化に

適した酵素を得ることを目標とした。 
  これまでのセルラーゼ生産菌のスクリーニングにより、比較的高い古紙糖化活性

（PPCU）を持つ菌株として、Aeromonas 212，N urospora crassa，Geotrichum candidum，

Coriolus hirsutus，の４株が選抜されている。これら 4 株に関して、まず培地条件を検討

し、そのセルラーゼ生産性を上げることを目的とした。 

e

r e

 

(2) 方法 
① 使用菌株 
  Aeromonas  212 、T ichod rma reesei QM9414 はATCCより入手した。Neurospora 
crassa IFO6067、Coriolus hirsutus IFO4917 は発酵研究所から入手した。Geotrichum 
candidum Dec1 は東京工業大学資源化学研究所正田教授より譲り受けた。 
② 培養 

Aeromonas 以外の３菌株はポテトデキストロース寒天培地(PDA 培地)で培養し、コル

クボーラ－で打抜き、3 粒を液体培地（表 2.3.1-1）60ml を含む 300ml の三角フラスコに

植菌し、紙栓をして 30℃、100rpm で振とう培養を行った。 
Aeromonasは、ホリコシの寒天培地より 1白金耳とり、５mlのホリコシ培地（表 2.3.1-1）

を含む 10ml スピッツ管に植菌し、30℃、100rpm で振とう培養を行った。 
各菌株について、一般的に培養に用いられている基本培地を選択し、培養上清中の各種

セルラーゼ活性を測定した。 
対数増殖期後期の前培養を集菌し、滅菌水50mlに懸濁させてワーリングブレンダーに10

秒間かけた後、5mlを表2.3.1-1に示した基本培地それぞれを55mlを含む300mlフラスコに

植菌し、30℃、100rpm、紙栓をして振とう培養した。これを経時的に１mlサンプリングし、

0.22μmのフィルターで濾過したものを培養上清とし、CMCase、Avicelase、β－

glucosidase、PPCUの各活性を測定した。 
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③ 培地 
 それぞれの菌に適した培地として、表 2.3.1-1 に示した培地を用いた。 
 
表 2.3.1-1 各菌株培養用の培地 

ホリコシ培地 (Aeromonas) 

Yeast Extract 5g 

Polypepton 5g 

K2HPO4  １ｇ 

MgSO4・7H2O 0.2g 

                900ml 

オートクレーブ後に添加 

7% NaHCO3      100ml （ｐH 9）

７% NaHCO3     100ml 

GPY 培地(N. crassa, G. candidum
Glucose 

 Polypepton 

C. hirsutus )
  20g

 10g

 Yeast Extract 

  KH 2 P  O

MgSO 
4

4

 
  ・
HCｌﾁアミン

 7H  O 
 

2

 5g

1.5ｇ

  0.5g

２ｍｇ

    1000ml (pH 5.0)

Fimi 培地 
NaNO3  1g 

K2HPO4  1ｇ 

KCl  0.5g 
MgSO4・7H2O 0.5g 
Yeast Extract 0.5g   

/900ｍｌ 
７% NaHCO3  100ml 
 

PPY 培地 
Polypepton 10g 

Yeast Extract 5g 

KH2PO4  1.5ｇ 

MgSO4・7H2O 0.5g  

ﾁアミン HCｌ ２ｍｇ 

/１L   （ｐH5.0） 

UDA 培地 

Polypepton  20g 

K2HPO4  2ｇ 

MgSO4・7H2O 0.5g 

Yeast Extract 0.5g  

/900ｍｌ 

７% NaHCO3 100ml 

Czapek-Dox 培地 
NaNO3 3g 

K2HPO4       1g 

KCl       0.5g 
CaCl2 0.１ｇ 

KNO3 2g 
MgSO・7H2O 0.5g 

/1L    (pH5) 

ヘンネベルヒ氏②培地 

Yeast Extract 5g 

Polypepton 2g 

K H2PO4 2g 

MgSO4・7H2O 0.2g 

/900ｍl     

７% NaHCO3  100ml (pH9) 
 

ヘンネベルヒ氏培地 

Polypepton     10g 

NH4H2PO4     2g 

CaCl2        0.１ｇ 

KNO3  2g 

MgSO4・7H2O   0.5g 

/1L    (pH5) 
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Vogels 培地 
Sodium Citrate  2.5g 

NH4NO３             2g 

KH2PO4              5g 

MgSO4・7H2O        0.2g 

CaCl2・2H2O         0.１ｇ 

Trace element sol. 0.1ml 

0.01% Biotin sol.     0.05ml 

     /1L 

pH 5.8

Trace element solution 
Citric acid  5g 

Fe (NH4)2(SO4)・6H2O 1g 

MnSO4・H2O           0.05g 

ZnSO4・7H2O           5g 

CuSO4・5H2O           0.25g 

Na2MoO4・2H2O  0.05g 

H3BO4                 0.05g 

   /95ml 

Fries 培地 
Sodium Titrate  5g 

NH4NO３             1g 

KH2PO4              1g 

MgSO4・7H2O        0.5g 

NaCl   0.1g 

CaCl2   0.13ｇ 

Trace element sol. 1ml 

0.004% Biotin sol.     2ml 

     /1L 

          pH 5.8 

Trace element solution 
Na2B4O7・10H2O  0.0884g 

FeCl3・6H2O      0.970g 

MnCl2・4H2O           0.072g 

CuCl2・2H2O         0.268ｇ 

ZnCl2   4.160g 

(NH4)6Mo7O24  0.0367g 

   /95ml 

Norkrans 培地 
NH4 H2PO4    2g 

KH2PO4              0.6g 

MgSO4・7H2O        0.5g 

K2HPO4   0.4g 

CaCl2・2H2O         0.074ｇ 

Ferric citrate  0.012g 

ZnSO4・7H2O           0.0066g 

MnSO4・4H2O           0.005g 

CoCl2・6H2O         0.001ｇ 

Thiamin   0.0001g 

     /1L 

(pH 5)
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④ CMCase活性測定 
1.25％のカルボキシメチルセルロース（CMC）(安井化学社製)を含む125mM 酢酸緩衝

液(pH5.0) 40μlに、培養上清10μlを加え、37℃、1時間反応させ、生成した還元糖を

Nelson-Somogyi法で測定した。具体的には銅試薬50μl添加によって反応を停止し、10分間、

煮沸した。次にこれを氷冷したのちネルソン試薬50μlを添加して良く攪拌し、次いでイオ

ン交換水1.25mlを添加し再度攪拌した。これを96穴プレートに300μlづつ取った後、

2500rpm、10分間遠心し、上清100μlを取り、492nmの吸光度により生成した還元糖を測

定した。検量線はD-glucose (和光純薬社製)で作成した。 
⑤ Avicelase活性測定 
 1.25％のアビセル(商品名；フナセル、フナコシ社製)を含む125mM酢酸緩衝液(pH5.0) 
40μlに、培養上清10μlを加え、37℃、3時間反応させ生成した還元糖をNelson-somoygi
法で測定した。具体的には銅試薬50μl添加によって反応を停止し、10分間、煮沸した。次

にこれを氷冷したのちネルソン試薬50μlを添加して良く攪拌し、次いでイオン交換水

1.25mlを添加し再度攪拌した。これを96穴プレートに300μlづつ取った後、2500rpm、10
分間遠心し、上清100μlを取り、492nmの吸光度により生成した還元糖を測定した。検量

線はグルコースで作成した。 
⑥ β－glucosidase活性測定 
1.25mM 4-Methylumberiferil-glucosideを含む125mM Sodium Acetate 
Buffer(pH5.0) 16μlに、培養上清4μlを加え、37℃、30分反応を行ったのち、500mM 

glycine-NaOH緩衝液(pH10.0)100μlを添加し、反応を停止させた。これを350nmの励起光

での460nmの蛍光を測定した。 
⑦ PPCU活性測定 

75ｍM 酢酸緩衝液（pH 5.0）500 μlに250 ul の培養上清を添加し750 μl にした。こ

れにPPC用紙を0.5 x 6 cm にカットしカールさせたものを１つ添加し、37℃にて1時間反応

させた。反応終了後、DNS法で生成した還元糖を測定した。検量線はグルコースで作成し

た。 
相乗効果を見る実験では反応温度を 37℃、50℃とし、それぞれ pH 3.1（50mM , pH 4.1

（50mM 酢酸緩衝液）, pH 5.0（50mM 酢酸緩衝液） , pH 6.6（50mM 酢酸緩衝液） , pH 
7.0（50mM 酢酸緩衝液） における市販セルラーゼ、各培養上清の活性を測定した。 
⑧ 酵素糖化試験 

相乗効果の検討は、絶乾重量 1g の紙片を入れた 100mM 酢酸緩衝液(pH4)100ml に市販

セルラーゼ FL60、A40、または各培養上清の PPCU 活性を 2.45U（FL60 80μl 相当）

にそろえ、50℃，100rpm で振とうし反応させた。また、相乗効果の検討として、FL60,A40
各 2.45U と各培養上清 2.45U を混合させたものを同様に反応させた。反応液は経時的に

１ml サンプリングし、0.22μm のフィルターで濾過したのち、溶液中の全糖量をフェノ

ール硫酸法で測定した。具体的な糖量の算出は 2.2.2 の方法に準じた。 
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⑨ セルロース結合能の解析法 

   全量 30 μl となるように、10 % アビセルおよび 10 % Al2O3 (和光純薬社製)に 1 μg

の酵素液を添加し、1 時間、室温にて静置し、14,000 rpm で 10 分、遠心後、沈殿を回収

した。沈殿は 500 μl の 20 mM Tris-HCl (pH 8.0)で 2 度、洗浄し、さらに、沈殿に 30 μ

l の 20 mM Tris-HCl (pH 8.0)を添加し、懸濁した。懸濁液に等量の SDS ポリアクリルアミ

ドゲル電気泳動用ローディング緩衝液を加え、SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動によ

る解析をおこなった。 

⑩ Aeromonas212 の培養 
 Aeromonas 212 株は７％重曹を含み、ポリペプトン １％、酵母エキス 0.5%、NaCl 
0.5%の培地で培養した。前培養は寒天培地に育成したシングルコロニーを爪楊枝にて、試

験管に入った 10ml の培地に入れ、30℃ １日間振盪培養した。本培養は前培養液 10ml
を１L の培地が入った 5L 容の三角フラスコに移し、30℃で 2 日間振盪培養した。 
⑪ セルラーゼ遺伝子のクローニング 

Aeromonas 212株のゲノムライブラリーはMolecular Cloning等成書に従って作成した。

ゲノム DNA は BamHI で消化し、pUC118（TAKARA 社製）、pBlueskript SKⅡ+、
pBlueskript KSⅡ+(ストラタジーン社製)でそれぞれライブラリーを作成した。 
形質転換体は、９６穴マイクロプレー200μl の LB 培地(アンピシリン 100μg/ml を含

む)に４-メチルウンベリフェリルセロビオシド（0.04ｍM）を含んだ培地、0.7％CMC（カ

ルボキシメチルセルロース）及び 0.02％コンゴーレッドを含む LB 寒天培地(アンピシリン

100μg/ml を含む、９６穴マイクロプレートに 200μl の LB 培地(アンピシリン 100μg/ml
を含む)で選抜した。 
４－メチルウンベリフェリルセロビオシドの分解活性は 0.5M グリシン－NaOH 緩衝液

(pH10)を 100μl 加えた後、紫外線照射下での蛍光の励起により確認した。コンゴーレッ

ドを含む CMC プレートでの選抜はコロニーの周辺の脱色により活性を確認した。 
活性を確認できたコロニーから、MINIPREPKIT （QIAGEN）を用いてプラスミド DNA

を抽出し、制限酵素位置の確認、及び塩基配列の解析を行った。 
⑫ タンパク質濃度の測定 

タンパク質濃度は、BCA Protein Assay Reagent Kit (PIERCE 社製)をもちいて、測定

した。スタンダードには、Bovine serum albumin (PIERCE 社製)をもちいた。 

 
(3) 結果 
① 選抜した株のセルラーゼ生産性の検討 

それぞれの菌株を1%のPPC紙を含む培地で培養し、酵素の生産が最も高い培地を検討し

た。Aeromonasは1%PPC紙を炭素源とするPPY培地(AP)、UDA培地(AU)、Fimi培地(AM)、
ヘンネベルヒ氏培地(AH)で培養した。G.candidumはPPY培地(GP)、ヘンネベルヒ氏培地

(GH)、Czapeck-docks培地(GC)で培養した。N.crassaはPPY培地(NP)、Vogels培地(GV)、
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Fries培地(GF)で培養し、C. hirsutusはPPY培地(CP)、Norkrans培地(CN)、Czapek-docks
培地(CC)、T. reeseiはPPY培地(QP)でそれぞれ培養した。 

Ｔ.reesei を PPY 培地で培養した活性をコントロールとして、各菌株の培養上清中のセ

ルラーゼ活性を比較した。 
PPCU を比較したところ、T. r i に対し、PPY 培地で培養した N. crassa が同等程度

の活性をもつことがわかった(図 2.3.1-3)。Aeromonas, G. candidum. C. hirsutus は、も

っとも高い活性でもT. reeseiの 50％程度の活性であった(図 2.3.1-1、図 2.3.1-2、図 2.3.1-4)。 

eese

eese
eese

eese

s

r
eese

s

CMCase 活性の比較でも、PPY 培地で培養した N. crassa が T. r i と同等程度の活

性をもつことがわかった(図 2.3.1-7)。ただし、活性のピークが、T. r i が培養４日目で

あるのに対し、N. crassa は培養７，8 日目であった。Aeromonas, G. candidum,  
C. hirsutus は、T. r i の 50％程度の活性であった(図 2.3.1-5、図 2.3.1-6、図 2.3.1-8)。 

Avicelase 活性の比較では、同様に PPY 培地で培養した N. crassa が T. reesei の 2 倍近

い活性があり(図 2.3.1-11)、また、ヘンネベルヒ氏培地で培養したG. candidumが、T. reesei
の同程度の活性(図 2.3.1-10)、Aeromonas では UDA 培地で培養したものが、活性のピー

クが 6 日目と遅いものの T. reesei の 70%程度の活性があった(図 2.3.1-9)。 
β－glucosidase 活性の比較では、PPY 培地で培養した N. cras a の活性が極めて高く、

Ｔ. reesei の約 10 倍であり(図 2.3.1-15)、また同じく PPY 培地で培養した C. hirsutus も

約 5 倍の活性であった(図 2.3.1-17)。G. candidum はヘンネベルヒ氏培地で培養したもの

が、Ｔ.reesei と同程度（ピークは、Ｔ.reesei よりも早い培養 3 日目）であった(図 2.3.1-14)。
Aeromonas のβ－glucosidase 活性は低いレベルにとどまった(図 2.3.1-13)。 
以上より、PPC を唯一の炭素源とした培養においては、N. c assa は、今回測定したい

ずれのセルラーゼ活性も T. r i と同等または同等以上の活性を持っており、T. reesei
よりも古紙糖化に適したセルラーゼを持っていることが考えられる。今後さらに培養条件

を検討し、最適化することでより強力なセルラーゼ活性を持ち得る可能性がある。また、

なかでも Avicelase 活性が強いことは、糖化されにくい結晶性セルロースを分解する活性

が強いと考えられ、古紙糖化速度の向上における有効性に期待がもたれる。また、β

-glucosidase 活性が極めて高いことは、古紙糖化でのセロビオースの蓄積がほとんどない

ことが考えられ、セロビオースによる生成物阻害を受けることなく、またセロビオースを

含まないグルコース糖化液を得ることができるのではないかと考えられる。 
G. candidum、Aeromonas についても N. cras a には劣るものの Avicelase 活性が比較

的高く、同様に結晶性セルロース分解活性が強いことが示唆され、他のセルラーゼとの混

合利用による相乗効果など、使用方法によっては古紙糖化において効果的な働きをする可

能性が考えられる。特に G. candidum については、そのセルラーゼ活性の詳細はまだ知ら

れておらず、今後の研究によって新たな知見が得られる可能性がある。相乗効果について

は次項で検討を行った。 
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図2.3.1-1 AeromonasのPPC分解活性   図2.3.1-2  G.candidumのPPC分解活性 
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図2.3.1-3 N.carassa のPPC分解活性   図2.3.1-4  C.hirsutus のPPC分解活性 

Aeromonas 　CMCase活性
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Geotrichum　candidum 　CMCase活性
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図2.3.1-5 aeromonas CMCase活性   図2.3. 1-6 G.candidum CMCase活性 

  

Neurospora　crassa 　CMCase活性
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Coriolus　hirstus 　CMCase活性
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図2.3.1-7  N.carassa  CMCase活性  図2.3.1-8  C.hirsutus CMCase活性
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G.candidum Avicelase活性
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G.candidum Avicelase活性
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図2.3.1-9 Aeromonas Avicelase活性   図2.3.1-10 G.candidum  Avicelase活性 

N.crassa Avicelase活性

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 day

pm
ol

/
u
l/

m
in

QP

NF

NP

NV

N.crassa Avicelase活性
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C.hirsutus Avicelase活性
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図2.3.1-11  N.carassa  Avicelase活性  図2.3.1-12  C.hirsutus  Avicelase活性 

Aeromonas β-glucosidase活性
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Aeromonas β-glucosidase活性
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G.candidum   β-glucosidase活性
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図2.3.1-13 Aeromonas β-glucosidase活性  図2.3.1-14 G.candidum β-glucosidase活性 
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2.3.1-15 N.carassa β-glucosidase活性 図2.3.1-16 N.carassa β-glucosidase活性 

図2.3.1-17 C.hirsutus β-glucosidase活性 

 

ーゼ単独での糖化よりも、培養により得られるセルラーゼとの混合利用したほうが効率よ

く糖化できる可能性がある。そこで培養により得られたセルラーゼと市販セルラーゼの混

合による糖化実験を行い、古紙糖化への相乗効果の検討を行った。 
それぞれ最も高いセルラーゼ活性が見られた培地、Aeromonas は UDA 培地、G.candidum
はヘンネベルヒ氏培地、N. crassa､ C. hirsutus は PPY 40
μm のナイロンメッシュで吸引ろ過し、 養 4℃、8000rpm、10min 遠心し

上清を粗酵素液として使用した。 
各菌株のPPCUの測定の結果、市販セルラーゼFL60、A40のいずれも最適温度は50℃、

最適 pH は た(図 2.3.1-18，19)。 
こ 件 古紙糖化 応 、 PPCU を揃えたにも関わら

ず、いずれの培養上清についても市販酵素に比較して低い値であった。市販酵素単独での

糖化では、24 時間後の糖化率は FL60 で 36%、A40 で 51%あったが、培養上清では 10%
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② セルラーゼ生産菌の培養上清と市販酵素との相乗効果の検討

セルラーゼ生産菌株により生産された酵素を古紙糖化に利用するにあたって、生産した

酵素単独での使用の他に、市販酵素と混合して使用することが考えられる。セルラーゼに

はエンド型とエキソ型の混合によって、また異なる起源のセルラーゼの混合によってそれ

ぞれ単独での活性以上の相乗効果が生まれることが知られている。したがって市販セルラ

培地で培養し、培養４日後、

得られた培 液を 、
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程度に止まった。これは、古紙糖化を反映する酵素活性の指標として PPCU は不十分であ

ると考えられる。古紙糖化は多成分酵素の複合的な反応であり、古紙中の非結晶セルロー

スと結晶セルロースの糖化速度が異なることから古紙糖化を反映させる活性測定を行うに

は、基質を工夫する必要があると思われる。また、初速度の相乗効果と最終的な糖化率へ

の相乗効果は分けて考える必要がある。 
 次に市販セルラーゼと培養セルラーゼの相乗効果を測定した。相乗効果の計算は以下の

           ［混合酵素で実際に得られる糖化率］ 
―― 

    ［それぞれの酵素単独で得られる糖化率の和］ 
 
最も相乗効果の高い組み合わせは、FL60 と Aeromonas で 1.47 倍の相乗効果が見られ

た (表

養上清単独で T. reesei と同等以上のセルラーゼ活性をもつ N. crassa は、相乗

効 と

通りに行った。 
  
  

相乗効果 ＝ ――――――――――――――――――――――

。次いで FL60 と G. candidum で 1.42 倍であった 2.3.1-2, 図 2.3.1-20)。この 2 株

は A40 との組み合わせでも、N. crassa と C. criolus よりも高い相乗効果が見られた (図
2.3.1-21)。 Aeromonas、G. candidum のセルラーゼは T. reesei 起源の FL60，A40 とは

タイプの異なるセルラーゼであるため、比較的高い相乗効果があるのではないかと考えら

れる。Aeromonas には T. reesei にはないファミリー9 のセルラーゼがあることが知られ

ている。 
一方、培

果では FL60 とで 1.2 倍、A40 では 1.04 倍と明らかな相乗効果はみられなかった。こ

のことは、N. crassa と T. reesei は同じ型のセルラーゼであるためではないかと考えられ

る。両者とも糖加水分解酵素のファミリーで同じファミリー7 の CBHⅠを持つことが知ら

れており、またファミリー5,ファミリー6 で相同性のあるアミノ酸配列があること知られ

ている。ファミリーの異なるセルラーゼの混合により、相乗効果がより高まるのかもしれ

ない。 
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図 2.3.1-20 FL60 との糖化率の相乗効果 図 2.3.1-21 A40 との糖化率の相乗効果 
 

 

 
 
 
 

A:Aeromonas 
N:Neurospora crassa 
G:Geotrichum candidum
C:Coriolus hirsutus 
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表 2.3.1-2 糖化 24 時間後における糖化率 

FL60 36.0（%）
A40 51.0
Aeromonas 11.8
Geotrichum　candidum 13.6
Neurospora　crassa 10.5
Coriolus　hirsutus 12.4

FL60
+ Aeromonas 69.4 1.47
+ Geotrichum　candidum 70.3 1.42
+ Neurospora　crassa 56.5 1.2
+ Coriolus　hirsutus 56.2 1.16

A40
+ Aeromonas 73.7 1.17
+ Geotrichum　candidum 79.6 1.23
+ Neurospora　crassa 63.8 1.04
+ Coriolus　hirsutus 67.2 1.06

糖化率　　　相乗効果
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③ 好アルカリ性細菌 Aeromonas212 のセルラーゼ遺伝子のクローニング 

好アルカリ性微生物の Aeromonas212 はセルラーゼ活性、キシラナーゼ活性を有する事

が知られている。また、昨年度の報告から Aeromonas212 には CMCase 活性とともに結

晶性セルロースを分解する Avicelase 活性も有る事が確認できた。しかしながら、

Aeromonas212 でその遺伝子配列等が研究されているのはエンドグルカナーゼ AEC1、2
及び AEC3 のみである。Aeromonas212 のゲノムライブラリーを作成し、新たなセルラー

ゼ遺伝子、特に CBH 遺伝子を取得することを目的に検討を行った。 
Aeromonas212 の genomicDNA が挿入されたプラスミド DNA で形質転換された大腸

菌約 7300 個のうち、ウンベリフェリルセロビオシド分解活性および CMC 分解活性を示

した形質転換体は 30 個であった(表 2.3.1-3)。 
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     表 2.3.1-3 取得したクローン 
Aeromonas212

制限酵素 
プラスミド 取得コロニー数 活性の有ったク

ローン数 
BamHⅠ pUC118 2900 16 
BamHⅠ pBluescript SK 2112 9 
BamHⅠ pBluescript KS 1344 4 
HindⅢ pBluescript KS 960 1 

 
活性の有ったクローンを制限酵素マップの比較により重複を除き、配列が異なると考え

られる 4 クローンについて塩基配列を分析した（表 2.3.1-4）。また、それぞれの培養菌体

から酵素を抽出し、pH5、6.5、8 の各 pH で CMCase、Avicelase、キシラナーゼ、β－グ

ルコシダーゼ、セロビオース分解の各酵素活性を調べた。 
#690, #3668, #5180 は中性からアルカリ性にかけて、キシラナーゼ活性と４－メチルウ

ンベリフェリルセロビオシドを切断する活性があった。 
#5064 は中性から酸性にかけて、CMCase 活性があった。 

 
   表 2.3.1-4 セルラーゼ活性含有クローンについて 
 DNA 690 3668 5064 5180

vector pUC118 pBluescriptⅡKＳ
ｸﾛｰﾆﾝｸﾞｻｲﾄ BamHⅠ BamHⅠ BamHⅠ BamHⅠ
ｲﾝｻｰﾄの長さ 4.5 4.5+2.0 3.5 4.5

活性

基質 ｐH

CMC 8 × × × ×
6.5 × × ◎ ×

5 △ × ◎ △
Avicel 8 × × × ×

6.5 × × × ×
5 × × × ×

Xylan 8 ◎ ◎ × ◎
(birchwood) 6.5 ◎ ◎ × ◎

5 ○ × × ×
4MU-cellobioside 8 ◎ ◎ × ◎

6.5 ◎ ◎ × ◎
5 × × × ×

4MU-glucoside 8 × × × ×
6.5 × × × ×

5 × × × ×

塩基配列解析
結果

CBD CBD3
活性部位 Glycosyl hydrolase family 10 Glycosyl hydrolase family 10 Glycoayl hydrolase family9 Glycosyl hydrolase family 10

pBluescriptⅡSK
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a. #690/3668/5180 
塩基配列を比較した結果#690, #3668, #5180の中に見出されたORFは同じものであった。 

5180の核酸塩基配列およびアミノ酸配列を図2.3.1-24に示した。ORFは 465bpから 1532bp

に 1068bp 渡って存在し最初の転写開始コドンは 489bp である。 

NCBI の BLAST search からこのアミノ酸配列は intra-cellular xylanase [Geobacillus 

stearothermophilus]と 66％の相同性を示し、Glycosyl hydrolase family 10 に属するキ

シラナーゼ遺伝子である事が分かった。 

b. #5064 

#5064 の核酸塩基配列およびアミノ酸配列を図 2.3.1-23 に示した。ORF は 325bp から

2685bp に 2361bp 渡って存在し最初の転写開始コドンは 340bp である。このアミノ酸配列は

NCBI の BLAST search から上流に celD-N（N-terminalIg-like domain of cellulase）を

持ち、続いて Glycosyl hydrolase family 9 の活性部位と、リンカー部位をはさんでセル

ロース結合部位として cellulase binding module3 のものを持つ事が分かった。(図

2.3.1-22) 

  この遺伝子は、今までに報告されていた遺伝子 AEC1 と同じ物であった。       

 

 
 

図 2.3.1-22 #5064 のアミノ酸は配列から類推される構造 

 

2 種類の糖分解酵素として、キシラナーゼとエンドグルカナーゼを取得する事ができた。

しかしながら、目的としていた CBH 遺伝子を取る事が出来なかった。敗因としては、CBH

遺伝子のスクリーニングの為の基質として、４メチルウンベリフェリルセロビオシドを用

いたことにあると考えられる。この基質がキシラナーゼでも分解できてしまったこと、ま

た、この基質は感度が高いために分解のレベルが低くても検出できてしまう点にある。こ

の点を改善するために、スクリーニング基質としてアビセルや CBHⅡの活性測定に用いら

れるバクテリア合成セルロースなどの結晶性セルロースを用いる必要性があると考えられ

る。 
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601     

         A  S  P  L  A  W  E  L  R  K  I  G  G  S  V  A  A  Q  G  Q   

    601  ACGCATGTTTATGGCCTGGATCAGGCTTCTGCCGATCGCATTCATCATGCCGATTTTTCA  661     

         T  H  V  Y  G  L  D  Q  A  S  A  D  R  I  H  H  A  D  F  S   

    661  TCCGTCACGGAACAAGGCACTTATAGACTGTGGGTTTCCGGATTAGGAGAAAGCGTGCCG  721     

         S  V  T  E  Q  G  T  Y  R  L  W  V  S  G  L  G  E  S  V  P   

    721  TTTGCCATTAACGGCAATTTATATCCAGACCTGCCGAGCGAGGCGATGGAATATTTCTAT  781     

         F  A  I  N  G  N  L  Y  P  D  L  P  S  E  A  M  E  Y  F  Y   

    781  TTCCACCGTATGGGCGTAGATATTCAGGCGCAATATTTGAGCAATCCGGCTTTTGCCCAC  841     

         F  H  R  M  G  V  D  I  Q  A  Q  Y  L  S  N  P  A  F  A  H   

841 AAAGCGCTCCATCCGGGGGACAGCTCGATTGGCTGTTATAACAGCTGGTGCGGGAGCGAA  901    

 

 

1  CGACTCACTATAGGGCGAATTGGGTACCGGGCCCCCCCTCGAGGTCGACGGTATCGATAA  61      

     61  GCTTGATATCGAATTCCTGCAGCCCGGGGGATCCAAAGCTTACAGAGAAGCGAAAAGGCG  121    

    121  ATGGCTGACCGGATTACCAGCGTCGTGAATCATTTCAAAGGCAAATTCGTCCACGCAGCC  181    

    181  ATAGAAGCAACTGGACGAATTTAAATGAGAGCAATGATTATTCTTTCGATTCAACAAAAA  241    

    241  CGATGTTTACAATTTGGGAGAAGGTAACCCTGTATCGGAACGGGCAGCCCATCTGGGGAA  301     

    301  TCGAGCCTTAATCAATGAAAATGAAAAGAGGGAGCTGGAATGACAAGTTTAATGAAGAGT  361    

                             M  T  S  L  M  K  S   

    361  TCAGGAAGAAGTGTGCGGAGACTTGCAAAACTAACCGTGATCATGCTCATTTTCATGCTG  421    

         S  G  R  S  V  R  R  L  A  K  L  T  V  I  M  L  I  F  M  L   

    421  ACAATATGCGGTTTGTTACCAGCAGGAATTCATGCGGACACCGACCCCAGCCCAATTCGG  481    

         T  I  C  G  L  L  P  A  G  I  H  A  D  T  D  P  S  P  I  R   

    481  GTAAATCAAATCGGTTACTTGCCCGGGGCCGATAAAATCGCCACGATTGTTAGCAGCTCG  541    

         V  N  Q  I  G  Y  L  P  G  A  D  K  I  A  T  I  V  S  S  S   

    541  GCGTCCCCGCTTGCCTGGGAGCTGCGCAAGATAGGAGGCAGCGTAGCGGCTCAAGGACAA  601    

         A  S  P  L  A  W  E  L  R  K  I  G  G  S  V  A  A  Q  G  Q   

    601  ACGCATGTTTATGGCCTGGATCAGGCTTCTGCCGATCGCATTCATCATGCCGATTTTTCA  661    

         T  H  V  Y  G  L  D  Q  A  S  A  D  R  I  H  H  A  D  F  S   

    661  TCCGTCACGGAACAAGGCACTTATAGACTGTGGGTTTCCGGATTAGGAGAAAGCGTGCCG  721    

         S  V  T  E  Q  G  T  Y  R  L  W  V  S  G  L  G  E  S  V  P   

    721  TTTGCCATTAACGGCAATTTATATCCAGACCTGCCGAGCGAGGCGATGGAATATTTCTAT  781    

         F  A  I  N  G  N  L  Y  P  D  L  P  S  E  A  M  E  Y  F  Y   

    781  TTCCACCGTATGGGCGTAGATATTCAGGCGCAATATTTGAGCAATCCGGCTTTTGCCCAC  841    

         F  H  R  M  G  V  D  I  Q  A  Q  Y  L  S  N  P  A  F  A  H   

    841  AAAGCGCTCCATCCGGGGGACAGCTCGATTGGCTGTTATAACAGCTGGTGCGGGAGCGAA  901    

         K  A  L  H  P  G  D  S  S  I  G  C  Y  N  S  W  C  G  S  E   

    901  CGACTCAATGTGAAAAATTCCTGGGCGGATGCAGGGGACTTCGGAATTTATCCTGTAAAT  961    

         R  L  N  V  K  N  S  W  A  D  A  G  D  F  G  I  Y  P  V  N   

    961  CAGGCGATATCAGCCTGGACGCTGTTGAATCTATACGAGCGTTATCCCGGGGCCTTCCCG  1021   

         Q  A  I  S  A  W  T  L  L  N  L  Y  E  R  Y  P  G  A  F  P    

   1021  GACGGCTCGCTGAATATTCCGGAGAGCGGGAACGGCGTTCCCGATATTCTTGACGAGGTT  1081   

         D  G  S  L  N  I  P  E  S  G  N  G  V  P  D  I  L  D  E  V   

   1081  CTTTTCGGCTCGACGTTTATGAAGGGAGTTATGCCCTCGACCGGATTGGCCTCGCATAAA  1141   

         L  F  G  S  T  F  M  K  G  V  M  P  S  T  G  L  A  S  H  K    

1141 ATTCATAATGACAATTGGAGCGCGTTTCCGGTGACGAATATCGATGCCGAGAACAGCATG  1201  
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  1201  AACCGTCAGGCTCAGCCGCCTTCCACAAATGCGACCTATGCGGTAGCCCGCAACCTGGCG  1261 

         N  R  Q  A  Q  P  P  S  T  N  A  T  Y  A  V  A  R  N  L  A   

   1261  CATCTGGCTCGCCTGATCAAGCCATATAAAGAAGCGGAAGCCGCAGAAATGTGGGGGATT  1321 

         H  L  A  R  L  I  K  P  Y  K  E  A  E  A  A  E  M  W  G  I    

  1321  GCCAAGGAGGCCTGGGCAAGGGCTTCAGCGAATCCGAACGTCCTCTATACCTCGCAAACG  1381 

         A  K  E  A  W  A  R  A  S  A  N  P  N  V  L  Y  T  S  Q  T   

  1381  CCGGATGCTCCGGGCGGCGGGGATTATGATGACATTCGCACAAGCGATGACCGGTATGCG  1441 

         P  D  A  P  G  G  G  D  Y  D  D  I  R  T  S  D  D  R  Y  A    

  1441  GCGGCAGCAGAGCTATACTTGACGGCCTATGCGCTCGGCGACAGCAATGCATCGTCCTAC  1501 

         A  A  A  E  L  Y  L  T  A  Y  A  L  G  D  S  N  A  S  S  Y   

  1501  AAAGCAGCGGTTACTTCGTCACCACATTACCGCGAGGTGTCCCAGTTCGACTGGCAGTCT  1561 

         K  A  A  V  T  S  S  P  H  Y  R  E  V  S  Q  F  D  W  Q  S   

   1561  ACTGCGACAACAGGAACGCTGTCCATACTGTCGGCTCAGAACGATCTGCCAGCCTCCGAT  1621 

         T  A  T  T  G  T  L  S  I  L  S  A  Q  N  D  L  P  A  S  D   

  1621  CTTCAGGCCATGAAGACAAATGTGCTGAACCAGGCGGACGGTATGCTGTCGACATTAAAT  1681 

         L  Q  A  M  K  T  N  V  L  N  Q  A  D  G  M  L  S  T  L  N   

   1681  GGCGAAGGATATCCTGTGCTGCTGCCGGGGAATAAAGGTTATGACTGGGGCTCCAACTCC  1741 

         G  E  G  Y  P  V  L  L  P  G  N  K  G  Y  D  W  G  S  N  S   

  1741  ATCATTGCCAATAAAATGATATTGCTCGGCTACGCCTACGATCTTAGCCAGAACCTGGAT  1801 

         I  I  A  N  K  M  I  L  L  G  Y  A  Y  D  L  S  Q  N  L  D   

  1801  TATTTAAAAGCGATGAACCGGGGGATGGATTATTTCATGGGCAATAATGCGATGAGATTA  1861 

         Y  L  K  A  M  N  R  G  M  D  Y  F  M  G  N  N  A  M  R  L   

  1861  TCCTATATTACGGGATACGGCCAATATTACGAGACGGATACGCATGACCGCTGGGCTTGG  1921 

         S  Y  I  T  G  Y  G  Q  Y  Y  E  T  D  T  H  D  R  W  A  W   

  1921  GGCAAGTACCAGAGCGGTGTGCCGTATCCGAAGGGTTGGCTGTCCGGCGGGCCGAACAAT  1981 

         G  K  Y  Q  S  G  V  P  Y  P  K  G  W  L  S  G  G  P  N  N   

   1981  ACAGTGATCAACGATTCGGCGACGCCGACGGGAATGCCTGCGGCTAAATCGTATGCGCCG  2041 

         T  V  I  N  D  S  A  T  P  T  G  M  P  A  A  K  S  Y  A  P   

  2041  AAGAATACGGCTCCTGATGCCTGGGTATCCAAAGAGAATACGATCAACTGGAATGCGCCG  2101 

         K  N  T  A  P  D  A  W  V  S  K  E  N  T  I  N  W  N  A  P   

  2101  CTTGTATGGATTTCTAAATACATTCAAGACCATAGAGAACCTTTAGGCGGAGGCGCGAAC  2161 

         L  V  W  I  S  K  Y  I  Q  D  H  R  E  P  L  G  G  G  A  N   

  2161  CAGAATCCAAACCCTGATCCGGGCCCAAATCCTGAACCTGAACCTGAACCAAATCCGAAC  2221 

         Q  N  P  N  P  D  P  G  P  N  P  E  P  E  P  E  P  N  P  N   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.1-23 核酸配列#５０６４    

   2281  AACCAGTTCAAGCCTCATTTCAATATCGTGAACAAGGGGGCTGCGGCAGTGCCTTTAAGC  2341 

         N  Q  F  K  P  H  F  N  I  V  N  K  G  A  A  A  V  P  L  S   

   2341  GAGCTGAGTCTGCGATATTATTTCACAGCTGACGGCAATGACCAACTGCAATACAATTGT  2401 

         E  L  S  L  R  Y  Y  F  T  A  D  G  N  D  Q  L  Q  Y  N  C   

   2401  GACTGGGCCATGGTAGGCTGCTCCAACGTGAACGGGGCTTTCGTGAAAATGAATCCGGGC  2461 

         D  W  A  M  V  G  C  S  N  V  N  G  A  F  V  K  M  N  P  G   

   2461  AAAGCGAACGCCGATACCTACTTGGAGATCACGTTTAAAGCCGCAGCGGGTTCGCTGCAG  2521 

         K  A  N  A  D  T  Y  L  E  I  T  F  K  A  A  A  G  S  L  Q   

   2521  CCCGGCGGGCAAACGGGGGATATCCAGACGCGAAATCATGCGGGCAACTGGGCGAACCTT  2581 

         P  G  G  Q  T  G  D  I  Q  T  R  N  H  A  G  N  W  A  N  L   

   2581  AACGAAAGCAATGACTATTCTTTTGATCCAACCAAGACCGCTTATGCAAATTGGGAACGC  2641 

         N  E  S  N  D  Y  S  F  D  P  T  K  T  A  Y  A  N  W  E  R   

   2641  GTCACCTTGTACCATAACGGTACACTGGTGTTCGGAAACGAGCCTTGATCGCAGGGCTTG  2701 

         V  T  L  Y  H  N  G  T  L  V  F  G  N  E  P  *    

   2701  CTCTCGCAGCCATACAGACCAAATATTGACTCCCTGCCAATTTCACGCTATGATAATATG  2761 

   2761  GATTAACTTAAATTAACCGTGAAAAGACATGGAACGGGAAGAGTAGGCAGTGAGCCCTTC  2821 

   2821  AGAGAGCGGGATTGCAGCGCTGGAAGATTCCGCAGGATGCAGCTGGCCGAAGTCACCCGG  2881 

   2881  GAGTCGCTTGTTTGAGCAGCTATGCAATTTGTAGTCGTTAGAACGGGCCGGTAGCAGCCG  2941 

   2941  TTATCTGTATGAGTGTTGCGAGTTTGTTCGGCGATTCCGCGAGTGTAGCGGTTTCGGTCT  3001 

   3001  GGGTCAACCCGCAAAACAAAGGTGGTACCGCGAAAGTAAAGCCTTTCGTCCTTTGAGACG  3061 

   3061  AGGGGCTTTTTGTATTTTTTGAGCAAGGCTATCCTGATTACGCTAAGGCAATGCTGAATT  3121 

   3121  GTAACGGAGGTTGAAATTATGTCAGAGATCCAAGAGCATTCGTCGGCGAACAACATGCCG  3181 

   3181  ACAACGTATGATCCCAAGGCTGCAGAACAGAAATGGTATCGCTACTGGATGGAGGGCGGC 3241 

   3241  TTCTTTAAGGCTGGCCAAGTACCGGAAGCCAAGCCGTACACAATTGTTATTCCCCCGCCA  3301 

   3301  AACGTAACGGGCATGCTTCATATTGGGCATGCGCTGGACTTTACGCTGCAGGATATCCTG  3361 

   3361  ATCCGTACGAAGCGGATGCAGGGGTACGATGCTTTATGGCTGCCGGGCTCCGACCATGCT  3421 

   3421  GGAATAGCTACGCAGACGAGAGTGGAGCAGACGCTCCGGGCAGAGGGAATTTCCCGCTAT  3481 

   3481  GATCTCGGCCGCGAGAAATTTCTCGAGAAGGTATGGGAATGGAAAGAGCACTATGCGGAC  3541 

   3541  ACGATTCGTGAACAATGGGCGAAGATGGGCTTCTCGCTGGACTATTCCCGCGAGCGGTTT  3601 

   3601  ACTCTGGATGAGGGGCTGTCCAAGGCTGTGCGCGAGGTGTTCGTCAAGCTCTACGAAAAG  3661 

   3661  GGTCTGATCTATCGCGGCAAATATATTATTAACTGGGATCCACTAGTTCTAGAGCGGCCG  3721 

   3721  CCACCGCGGTGGAGCTCCAGCTTTTGTTCCCTTTAGTGAGGGTTAATTGCGCG  3773    
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  2821  GTGAGGGTTAATTGCGCGCTTGGCGTAATC  2850    

 

1  CGTAATACGACTCACTATAGGGCGAATTGGGTACCGGGCCCCCCCTCGAGGTCGACGGTA  61      

 61  TCGATAAGCTTAGTCGAGTCGGCGAGGATCGATGGAGCCGGTGATTTCAAAATTTTCTGG  121    

121  CAGATCATCTTCCCGCTCTGCAAGCCGGTGTTGGCCACTATTGCATTGTTTGTTGCTGTC  181    

181  GGGGCGTGGAACTCCTGGTTTGATGCCTTTATTTACACCTCTTCTAGGCAGGAACTAAGC  241    

241  ACCTTGCAATACGAGCTGATGAAGCTGTTATCCTCGAGTATGAATGCTAATAACAATCCT  301    

301  TCAGTAGCTGCAGGGGCAGGCATGACTCAGGGGGCAGCCACGCAAATGGTGACGCCTTTA  361    

361  TCGATTCGGGCTGCGGTGACGGTTGTGGCTTCCGTGCCTATTCTGCTGGTGTATCCATTC  421    

421  ATGCAGAAATACTTCGTCGTCGGTTTGAACGTAGGGAGTGTTAAAGAGTAACGGAACTGG  481    

481  GGCATGCAATGCCTGGACTAATCATCAGTCAGGAGGAAGCTATTTTGACGAATAGAACAC  541     

          M  P  G  L  I  I  S  Q  E  E  A  I  L  T  N  R  T  R 

541  GTACGGAAGCGGCATTGAAGGATATTTTTGCAGATGATTTTCGGATCGGTGCTGCCGTCA  601    

       T  E  A  A  L  K  D  I  F  A  D  D  F  R  I  G  A  A  V  N 

601  ACCCGCTGACCATACGGACGCAGGAGGAATTGCTGGCTTATCATTTCAATAGCATTACGG  661    

       P  L  T  I  R  T  Q  E  E  L  L  A  Y  H  F  N  S  I  T  A 

661  CGGAGAATGAAATGAAATTCGCCAGCGTACAGCCGGAAGAGGGGGCCTATACATTCGACG  721    

       E  N  E  M  K  F  A  S  V  Q  P  E  E  G  A  Y  T  F  D  E 

721  AGGCGGATCGAATAGCGGCGTTTGCCCGGAAGCACGGCATGGCTATGCGGGGACACACCC  781    

       A  D  R  I  A  A  F  A  R  K  H  G  M  A  M  R  G  H  T  L 

781  TGGTGTGGCATAACCAGTCCACTGGCTGGCTGTTTGAAGATAAGCAGGGGAACCCGGTAG  841    

       V  W  H  N  Q  S  T  G  W  L  F  E  D  K  Q  G  N  P  V  D 

841  ATCGGGCAACCTTGCTCGAGAGGATGAAATCTCATATCCACACGGTGGCAGGCCGTTATA  901    

       R  A  T  L  L  E  R  M  K  S  H  I  H  T  V  A  G  R  Y  K 

901  AAGGCGAGATTTACGCTTGGGATGTGGTGAACGAGGTTATCGCGGACGAAGGGGATGACC  961    

       G  E  I  Y  A  W  D  V  V  N  E  V  I  A  D  E  G  D  D  L 

961  TGCTGCGCCGTTCGAAATGGCTGGATATTGCCGGACCGGAATTCATTGCACGGGCATTTG  1021   

       L  R  R  S  K  W  L  D  I  A  G  P  E  F  I  A  R  A  F  E 

021  AATATGCGCATGAAGCCGACCCAGGCGCAGCCCTCTTCTATAACGATTACAATGAATCTC  1081   

       Y  A  H  E  A  D  P  G  A  A  L  F  Y  N  D  Y  N  E  S  H 

081  ATCCAGGGAAGCGCGATAAGATCTATACTTTAGTGAAGTCGCTACTGGATCAAGGTGTGC  1141   

       P  G  K  R  D  K  I  Y  T  L  V  K  S  L  L  D  Q  G  V  P 

141  CTATTCACGGCATCGGCCTGCAGGCCCACTGGAATCTATACAGTCCTTCATTGGATGACA  1201   
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1261  ATATGTCGATGTTCCGGTTTGATGACAAGCGTACCGATGTGGCGGAGCCAACGGCGGAAA  1321   

         M  S  M  F  R  F  D  D  K  R  T  D  V  A  E  P  T  A  E  M 

 1321  TGCTCGAGCTCCAGGCCGAGCGATACGAAGCTATCTTCAGATTGCTGAAGGAATACAGGG  1381   

         L  E  L  Q  A  E  R  Y  E  A  I  F  R  L  L  K  E  Y  R  D 

 1381  ATGCGATTACTTCCGTGACCTTTTGGGGAGCGGCGGACGACTATACCTGGCTGAACGATT  1441   

         A  I  T  S  V  T  F  W  G  A  A  D  D  Y  T  W  L  N  D  F 

 1441  TTCCAGTGCGCGGGCGAAAAAATTGGCCATTCCTGTTTGATGAACAGCATGATCCAAAAC  1501   

         P  V  R  G  R  K  N  W  P  F  L  F  D  E  Q  H  D  P  K  P 

 1501  CGGCTTTTCATCGGATCGCTGCGCTTAAAGGCTAATCATCTTCGCTTTAGGATATTGGGG  1561   

         A  F  H  R  I  A  A  L  K  G  *  

 1561  TCCTATGGAGTGAAGCATAGTGCCAGGGCAGAGTATACGGGGAAGTCGATATCTATTTTC  1621   

 1621  TATAAAAAAAGGGAGTCCTCCGGACCAATGTCATTAAGATAAGATCAAAGACAAGACCGG  1681   

 1681  GAGTAAAACTGAAATGCAAAACGGCATAGGAAAAGCCCTGTGCCGTTTGTTTTTTGGTTC  1741   

 1741  AAGCAAGAAAAAAGCGTACAGCAAACAAAGCGGATGGACTATCCGCTTAAAAATTGTTCA  1801   

 1801  TGTGAACCGAATTATGCTACTCTGTAGACGAAGCTAACAACTGATTTATAGCGAATTTTA  1861   

 1861  CGCGTATTCTTCTGCCCTGGGCGAAGGGGGCGAATCGGTAAAATGTTTTTGCGAATCAGT  1921   

 1921  GCTTCAACATCGGGCGGGGGTTCATCATCCCTTGAGCGCAGGAAATATCTACAAACGTGA  1981   

 1981  ACGGCGACTGTGAAGTTAATTTGGTAGGAATGCCGTTTATCCATTTGCGAAATGACGACG  2041   

 2041  TGTGAGGTCATCATTTCAGCGAAATTGTACATGATCATTCTTGCAAAAATCTCTTGGATG  2101   

 2101  ATGAACGCTTGCTTCTTTGCGTGAAAATTGGTCAGGCCAACGGTATATTTTAAGGCCCGG  2161   

 2161  AAAGAGGTTTCAATGCCCCATCGCAAGTGATAAATAGACTTGAGTTCATCGGGTGGGAAA  2221   

 2221  TCAGCGGCAGATAGATTCGTTATGACGGTTTCATATGCACCATTGAACAGGACAAAACGA  2281   

 2281  ACAACCCGAAAGGAGATGGGGTAATACAAGTTCTCCTGTCGATCCAAAAAATCAAAGGTA  2341   

 2341  GACGTAGAGGGGACGAACTTGTAAATCTCAGGATGAGCTTTGACCTCTTTGGTTTGTTTT  2401   

 2401  TTTGTGAGTGTCAGATGAATGTCGCGATCAAACTCTCCGCTAGAAGGCAAACGCAAGCCC  2461   

 2461  GAAAGAATGCCATTGGAATCCAAATCCTTTACCCTTATGACATAATTCCACCCTTTGCGT  2521   

 2521  TCCAAATGCGCGAAATTGTTGTAACTTTCATAACCCCGATCGGCAATCACAATGGTTTTG  2581   

 2581  CCTTTGATGGGGGAGCGGTCAACCATAGTCGCCAGCGCCCTTCCCTCGTTGCACAACCTT  2641   

 2641  CGTGGCTGAACAAGAGCATCCACGTAAAGTCGGTTACACAAGTCATAGGCTGCATTCAAA  2701   

 2701  TGCAGCAGGTTATAGCCTTTCGTGTTTGGTTGGCTTTGAAAATAGGTGTCTCTGTCCGTA  2761   

 2761  GGATCCACTAGTTCTAGAGCGGCCGCCACCGCGGTGGAGCTCCAGCTTTTGTTCCCTTTA  2821   
図2.3.1-24 核酸配列#5180 



④ 好アルカリ性細菌 Aeromonas212 のエンドグルカナーゼ AEC1 の機能改変 

セルラーゼは、一般的に、モジュラー酵素として知られており、触媒ドメインやセルロ

ース結合ドメイン（CBD）、これらを繋ぐリンカードメイン等をもっている１）。触媒ドメイ

ンや CBD は、そのアミノ酸配列の構造の相同性から、いくつかのグループに分類すること

ができる。現在、触媒ドメインは 14 のグループが知られており、CBD は 30 のグループに

分けることができる２）（http://afmb.cnrs-mrs.fr/～pendro/CAZY/db.html）。CBD の機能

は、酵素の基質に、直接、結合することによって、酵素の基質分解効率を高めると考えら

れている３，４）。これらの CBD の中には、不溶性の結晶性セルロースを認識するものが存在

することが知られており、3つのグループ CBD1、CBD2、CBD3 に分けられる。これらの 3つ

の CBD の内、CBD1 はカビやキノコ等の真核生物・菌類由来のセルラーゼに存在し、CBD2

と CBD3 が原核生物・細菌由来のセルラーゼに見いだされている。 

好アルカリ性細菌 Aeromonas212 は、高アルカリ条件下でアビセル等の微結晶セルロース

を分解する能力を有する細菌として単離された菌である。現在、この細菌にはエンドグル

カナーゼ AEC1 と AEC3 が見いだされている。AEC1 および AEC3 は、可溶性のカルボキシメ

チルセルロースを分解することができるが、一方、不溶性の微結晶セルロースであるアビ

セルは分解できないとされてきた。アビセルには、結晶性の高い領域が約 40％存在し、AEC1

および AEC3 は、この結晶性の高い領域が分解できないのではないかと考えられてきた。 

本研究では、木質腐朽菌であるアラゲカワラタケ Coriolus hirsutus のセロビオハイド

ラーゼ II（CBH II）のもつ CBD1 を AEC1 に付加することによって、結晶性セルロースを分

解する能力を付加できるか否かを検討した。また、セルラーゼ結晶構造解析の報告５，６）

等によって、CBD と活性中心の位置関係が重要であることが示唆されていることから、CBD1

と AEC1 を繋ぐリンカードメインの長さについても、検討した。 

a. アラゲカワラタケの CBD1(ChCBD1Cel6)のクローニング 

PPY 培地（炭素源として、グルコースの代わりに、紙を使用した培地）で培養したアラ

ゲカワラタケ 1核菌糸より、FastRNA Pro Red Kit (Q-BIO gene 社製)を用いて、total RNA

を抽出した。この total RNA を鋳型として、ChCBD1Cel6 の特異的プライマー；

5’-atgtccaagttcgcgacgct-3’/5’-gtagatctcaaaccgtcga-3’を設計し、RT-PCR を行った。

RT-PCR は ReverTra Dash Kit (TOYOBO 社製)を用いた。反応後、反応液をアガロースゲル

電気泳動にかけ、増幅された単一の DNA 断片を QIAquick gel extraction Kit (Qiagen 社

製)を用いて、精製した。DNA 断片は、TOPO-TA cloning Kit (Invitrogen 社製)を用いて、

サブクローニングし、DNA 配列を決定し、クローニングした DNA 断片が、目的の ChCBD1Cel6

であるかどうかを確認した（図 2.3.1-25）。 
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         10        2 0        30         4 0        50         60  
  AT GT CCA AGT TCG CGA CG CTC CTC GCT CT CCT GAC TGT CGT CC CCT CCC TGG CT TAC GCC  
   M   S  K  F  A  T  L  L  A  L   L   T   V   V   P  S  L  A  Y  A   
 

          70         80        9 0       1 00       11 0       120  
  CA GG CGT CGC TGT ACG GA CAG TGC GGT GG TAT TGG CTT CTC GG GTC CGA CGA CT TGT GTT  
   Q   A  S   
 

         130        1 40       15 0       1 60       17 0       180  
  GC CG GCG CCG TTT GCA CG AAG CAG AAC GA CTA CTA CTC GCA GT GCC TTC CGG GC GCC GCT  

  G  A  A   
 

         190        2 00       21 0       2 20       23 0       240  
  GC AC CGA CCA CTG TTG CA CCG ACC ACC AC ACC TAA CGC GCC CA CAT CTG CAC CT GGT GGT  
   A   P  T  T  V  A  P  T  T  T   P   N   A   P   T  S  A  P  G  G   
 

         250        2 60       27 0       2 80       29 0       300  
  GG CT CGC CCA CAT CTT CT GCT CCG AGC GC CCC TTC GAG CAC TC CTG CTG CTG G  
   G   S  P  T  S  S  A  P  S  A   P   S   S   T   P  A  A   
  

L  Y  G  Q  C  G  G   I   G   F   S   G  P  T  T  C  V  

   A   G  A  V  C  T  K  Q  N  D   Y   Y   S   Q   C  L  P

図 2.3.1-25 アラゲカワラタケのセロビオハイドラーゼ II (CBH II)の CBD1 

(ChCBD1Cel6) 

 最上列が予想されるシグナル配列、灰色字が CBD1 を示している。CBD1 は CBH II

の N 末端領域に存在する。下線の DNA 配列は、プラスミド構築の際、プライマーに

もちいた配列を示している。 

 

b. CBD1 を AEC1 に融合させた組換えタンパク質を大腸菌で発現させるためのベクターの構

築 

 AEC1 を大腸菌 BL21 (DE3) (Novagen 社製)内で発現させるベクターについては、前年度、

Venkatesh 氏によって pET21-AEC1 が構築されている。そこで、今回はこの pET21-AEC1 の

マルチクローニングサイトである制限酵素サイト Nde I（TAKARA 社製）および Eco R I サ

イトを利用して、ベクターを構築した。制限酵素 Nde I および Eco R I を付加した ChCBD1Cel6

の特異的プライマーを以下に設計した。リンカードメインの長さを検討するために、1 種

のフォワードプライマー；5’-nnnnnnnnncatatgtccaagttcgcgacgct-3’に対して、3 種の

リバースプライマー；5’-nnnngaattctcggtgcagcggcgcccgga-3’、 

5’-nnnngaattctgggcgagccaccaccaggt-3’、5’-nnnngaattcccagcagcaggagtgctcgc-3’を

もちいて、PCR をおこなった（図 2.3.1-26 参照）。太字はそれぞれのプライマーに付加し

た制限酵素サイトを示している。鋳型は、方法④a.でクローニングした ChCBD1Cel6を、PCR

酵素は KOD Dash (TOYOBO 社製)をもちいて、増幅させた。増幅した DNA 断片を含む反応液

より QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen 社製)を用いて、余剰プライマーを除去した。

精製した DNA 断片は、制限酵素 Nde I と EcoR I(TAKARA 社製)にて消化し、pET21-AEC1 の

Nde I/EcoR I サイトに DNA ligation Kit ver 2. (TAKARA 社製)をもちいて、挿入した。

ライゲーション反応後の反応液は、コンピテントセル XL 1-Blue (Stratagene 社製)に形質

転換し、プラスミド DNA を Qiagen Miniprep Kit (Qiagen 社製)を用いて、抽出した。抽出

したプラスミド DNA は、目的の産物であることを確認することと同時に PCR による塩基置

換が起こっていないことを確認するため、DNA 配列をチェックした。チェック後、問題の
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ないプラスミドについては、大腸菌内にて、組換えタンパク質を発現させるために、改め

てコンピテントセル BL21 (DE3)に形質転換した。 

AEC1 
 ChCBD 1 
 

Cel6 
 

-1::AEC1 
 

ChCBD 1 
 

Cel6 
 

-3::AEC1 
 

ChCBD 1 
 

Cel6 
 

-2::AEC1 
 

 

図 2.3.1-26 構築した組換えタンパク質 

 AEC1 は、ちょうどシグナル配列を取り除くことのできる EcoR I サイトを利用

し、活性を有するDNA断片のみを使っている。縦棒がEcoR Iサイトを示している。

縦棒右にある灰色で示したボックスが ig-like domain で、薄灰色のボックスが触

媒ドメイン（family 9）、白のボックスが、CBD3 を示している。また、左端の濃

灰色のボックスは、CBH II 由来のシグナル配列、黒の部分が CBD1Cel6 である。

CBD1Cel6と AEC1 を繋ぐリンカードメインは、CBH II 由来である。3種の組換えタ

ンパク質は、それぞれ、CｈCBD1Cel6-1::AEC1～CｈCBD1Cel6-３::AEC1 とした。 

 

 CBD の分子内には、ジスルフィド結合が存在する。大腸菌のタンパク質の細胞質内での

ジスルフィド結合形成は、チオレドキシン濃度に依存すると考えられている７）が、この点

を考慮して、組換えタンパク質を発現させるベクターとして、pET32 (Novagen 社製)が知

られている。pET32 発現系では、組換えタンパク質のアミノ末端領域にチオレドキシンを

融合させたタンパク質を産生させる。この融合タンパク質は、チオレドキシンレダクター

ゼ欠損株 AD494 (DE3) (Novagen 社製)と組み合わせることにより、より効率よく発現タン

パク質のジスルフィド結合形成を促進する。また、この発現したチオレドキシン融合タン

パク質には、エントロキナーゼ認識切断アミノ酸配列がチオレドキシンと目的の組換えタ

ンパク質の間に存在することから、組換えタンパク質が可溶化されれば、組換えタンパク

質よりチオレドキシン領域が分離する。ChCBD1Cel6 にも、ジスルフィド結合が存在すると

考えられることから、上記で構築した ChCBD1Cel6 を AEC1 に融合させた組換え遺伝子を

pET32 にて、再構築した。 

 pET32 のマルチクローニングサイトには、pET21 系の構築で利用した制限酵素 Nde I サイ

トが存在せず、代わりに Nco I サイトが存在する。また、AEC1 は Nco I にて切断されるこ

とから、まず、pET32 に ChCBD1Cel6を挿入した後、改めて、AEC1 を挿入するという順序で

ベクターの構築を進めた。まず、pET32 に ChCBD1Cel6を組み込むために、Nco I サイトを付

加したフォワードプライマー；5’-nnnnnccatggccaagttcgcgacgctcctc-3’（配列内の太
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字は Nco I サイト）と pET21 系の構築でもちいた上記に記載の 3種のリバースプライマー

をもちいて、PCR をおこなった。PCR は、上記同様に、KOD Dash をもちい、鋳型には方法 

④a.でクローニングしたChCBD1Cel6をもちいた。反応後の目的のDNA断片を含む反応液は、

余剰プライマーを除去後、Nco I (TAKARA 社製)と EcoR I で消化し、pET32a (+)に挿入し

た。目的のプラスミドであることを、チェックした後、プラスミド DNA は、EcoR I と Xho I 

(TAKARA 社製)にて消化し、さらに、pET21-AEC1 より EcoR I と Xho I によって切り出した

AEC1 断片を挿入した。構築したプラスミドはインサートチェックの後、組換えタンパク質

を産生させるために AD494 (DE3)に形質転換された。 

c. 組換えタンパク質の大腸菌内での発現および部分精製 

 前培養として、組換え遺伝子の発現ベクターを形質転換した大腸菌を 20 ml LB 培地（ア

ンピシリン；50μg/ml）で、16 時間、37℃にて培養した。その後、20 ml 培養液すべてを、

新たな 3L LB 培地（アンピシリン；50μg/ml）に移し、3時間、37℃で培養後、IPTG (TAKARA

社製)を最終濃度が 0.1 mM になるように培地に加えた。IPTG 添加後は、20℃で 16 時間、

培養した。培養後の大腸菌は、8,000 rpm、10 分、4℃で遠心を行い、集菌した。集菌した

大腸菌は、一度、-80℃で、凍結・解凍し、その後、50 ml B-PER Bacterial Protein Extraction 

Reagent (PIERCE 社製) / 100μg/ml リゾチーム (Sigma 社製) / 50 μl Benzonase ヌク

レアーゼ (Novagen 社製)を加え、溶菌させた。溶菌後の懸濁液は、まだ、非常に粘性が高

いことから、さらに、超音波破砕機にかけた。粘性を取り除いた懸濁液は、再び、8,000 rpm、

10 分、4℃で遠心を行い、上清のみを回収した。上清は、再び、-80℃にて凍結・解凍を行

い、さらに、遠心を行い、沈殿物を取り除いた。回収した上清は nikel-chelated カラム 

(PIERCE 社製)にかけ、マニュファクチャー通りにイミダゾール溶液にて、組換えタンパク

質を溶出させた。溶出させたタンパク質は、20 mM Bis-tris (pH 5.5)にて透析し、全量約

20 ml の溶液を作成した。透析には、限外ろ過膜 Ultrafiltration Membrane PM30 (Millipore

社製)もしくは、Omega membrane 50K (PALL 社製)をもちいた。透析後の、サンプルは、20 

mM Bis-tris (pH 5.5)で平衡化した Mono Q HR 5/5 (Amersham 社製)に吸着し、吸着後のカ

ラムは、10 ml の上記緩衝液にて洗浄の後、全量 20 ml の液で、20 mM Bis-tris (pH 5.5)

から 20 mM Bis-tris (pH 5.5) / 1 M NaCl にてリニアーグラディエントにて吸着タンパク

質を溶出させた。溶出されたタンパク質は、目的のタンパク質を含む画分を集め、さらに、

20 mM Tris-HCl (pH 8.0)にて、全量 50 ml に希釈した。希釈液は、再び、nikel-chelated

カラムにかけ、溶出し、これを約 6 ml のサンプル溶液として、最終濃度が 1mM CaCl2、1mM 

ZnSO4となるように調製した。得られたサンプルは、SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動

によって、精製度を確認した。 

   組換えタンパク質を IPTG によって発現させた。発現させたタンパク質のほとんどは、封

入体にて不溶化していたが（結果略）、極微量のタンパク質が可溶化していた。そこで、こ

れらのタンパク質を部分精製を行った。 
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                             1   2    3   4  5  6 

 

1; AEC1 

2; ChCBD1Cel6-1::AEC1 (pET21) 

3; ChCBD1Cel6-2::AEC1 (pET21) 

4; ChCBD1Cel6-3::AEC1 (pET21) 

5; ChCBD1Cel6-1::AEC1 (pET32) 

6; ChCBD1Cel6-2::AEC1 (pET32) 

図 2.3.1-27 発現させた組換えタンパク質の部分精製 

タンパク質量0.2 μgをSDSポリアクリルアミド電気泳動後、クマシー(CBB-R250)

染色した。各レーンの数字は、それぞれの組換えタンパク質、（）内は組み込んだベ

クターに対応する。 

 

それぞれのタンパク質は SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動による解析によって、

目的のタンパク質と数本のバンドがコンタミする、しかしながら、目的のバンドがメジ

ャ ー な 溶液 に 精 製で き た （図 2.3.1-27 参 照 ）。 pET32 系 にて 発 現 させ た

ChCBD1Cel6-3::AEC1 は、可溶化したタンパク質が微量であることから、調製できなかっ

た（結果略）。 

    部分精製したタンパク質から、カルボキシメチルセルロースおよびアビセルに対する

分解能を決定した。CMCase 活性は 37℃で、30 分、50 mM Sodium acetate (pH 5.2)で、

Avicelase 活性は、同じく 37℃で、24 時間、100 mM Sodium acetate (pH 5.2)で反応し

た。 

      表 2.3.1-5 組換えタンパク質の CMCase および Avicelase 活性の比較 

CMC (μM/min/μg)      Avicel (μM/h/μg) 

 

AEC1 (pET21)                    84.751±5.857          1.202±0.163 

ChCBD1Cel6-1::AEC1 (pET21)     52.910±9.559          0.968±0.085 

ChCBD1Cel6-2::AEC1 (pET21)     55.414±1.859          0.899±0.062 

ChCBD1Cel6-3::AEC1 (pET21)     52.437±2.471          1.012±0.064 

ChCBD1Cel6-1::AEC1 (pET32)     63.492±5.310          1.534±0.169 

ChCBD1Cel6-2::AEC1 (pET32)     51.162±3.156          1.197±0.170 

    （）内は発現ベクターを示している。   

どの組換えタンパク質もオリジナルの AEC1 には CMCase 活性は劣っていた（表 2.3.1-5 参
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照）。また、今まで AEC1 には、Avicelase 活性が存在しないとされてきたが、本実験では、

AEC1 にも Avicelase 活性が見いだされた。Avicelase 活性については、オリジナルの AEC1

と比較して、pET32 系で発現させた ChCBD1Cel6-１::AEC1 のみがオリジナルの約 1.3 倍の高

い活性を示した。同様に pET32 系で発現させた ChCBD1Cel6-2::AEC1 も組換えタンパク質の

中では、比較的、高い Avicelase 活性を示したことから、ChCBD1Cel6の pET32 系での発現

によって、分子内のジスルフィド結合形成が促進されたと考えた。また、pET32 系で発現

させた ChCBD1Cel6-１::AEC1 は ChCBD1Cel6-2::AEC1 より、高い Avicelase 活性を示したこ

とから、ChCBD1Cel6-１::AEC1 では ChCBD1Cel6-１と AEC1 の触媒部位の位置関係が、リンカ

ードメインの長さによって、ChCBD1Cel6-2::AEC1 より、より優れている結果であると考え

た。この Avicelase 活性の差は、pET21 系で発現させた ChCBD1Cel6-１::AEC1 と

ChCBD1Cel6-2::AEC1 の比較においても確認された。このことより、得られた組換えタンパ

ク質の中では、pET32 系で発現させた ChCBD1Cel6-１::AEC1 が Avicelase 活性においては、

もっとも優れていると考えた。また、pET21 系の Avicelase 活性の比較において、

ChCBD1Cel6-3::AEC1 が、もっとも高い活性を示し、かつ、サンプル溶液の精製度が非常に

低いこと（図 2.3.1-27 参照）を照らし合わせると、pET32 系でも ChCBD1Cel6-3::AEC1 が、

Avicelase 活性の高さが、もっとも優れていると予想することもできるが、部分精製でき

なかった（結果略）ので、pET32 系の ChCBD1Cel6-3::AEC1 の生化学的な解析については、

断念した。以後は、オリジナルの AEC1 と pET32 系で発現させた ChCBD1Cel6-１::AEC1 での

性質の比較を進めた。 

それぞれの酵素、AEC1 と ChCBD1Cel6-１::AEC1 に、セルロース結合能があるか、検討し

た。オリジナルの AEC1 にも細菌型のセルロース結合ドメイン CBD3 をもっている（図

2.3.1-26 参照）。両酵素のセルロース結合能を解析した。両酵素とも、同様なセルロース

結合能をもっていることが示された（図 2.3.1-28 参照）。 
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     1   2   3   4   5   6 

 

1; AEC1 未処理 

2; AEC1 + Avicel 

        3; AEC1 + Al2O3 

4; ChCBD1Cel6-1::AEC1 未処理 

5; ChCBD1Cel6-1::AEC1 + Avicel 

6; ChCBD1Cel6-1::AEC1 + Al2O3 

図 2.3.1-28 組換えタンパク質のセルロース結合能 

1 μg の組換えタンパク質を 10 % Avicel または、10 % Al2O3 溶液内で反応

後、それぞれ、反応させたタンパク質の 0.2 μg 相当分を SDS ポリアクリルア

ミドゲル電気泳動によって解析した。レーン番号は、組換えタンパク質および、

その処理内容を示している。 

 

両酵素の至適温度を検討した。まず、CMCase 活性に対する至適温度を検討した。測定条

件は、50 mM Sodium acetate (pH 5.2)で 20 分間、反応させた。 
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図 2.3.1-29 組換えタンパク質の CMCase 至適温度 

   

  CMCase の至適温度は、両酵素とも 40℃付近に示された（図 2.3.1-29 参照）。また、

表 2.3.1-5 では ChCBD1Cel6-１::AEC1 は AEC1 と比較して、活性が低くなっていたが、
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本条件では、ほぼ同程度の活性を示した。これは、反応時間の違いや 37℃と 40℃の反

応温度差に起因するのかもしれない。 

     次に Avicelase 活性の至適温度を調べた。Avicelase 活性は、基本的には、表 2.3.1-5

と同じ測定条件で、反応温度条件のみを変化させた。 
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図 2.3.1-30 組換えタンパク質の Avicelase 至適温度 
 

両酵素ともに、CMCase 活性と同様に 40℃付近で最大活性を示した（図 2.3.1-30 参

照）。本実験での Avicelase 最大活性は、ChCBD1Cel6-１::AEC1 の方が、AEC1 より優れ

ており、また、表 2.3.1-5 の結果と同じように、その差は約 1.3 倍であった。これ以

後の酵素活性測定実験は温度条件を 40℃で進めることにした。 

両酵素の至適 pH を検討した。まず、CMCase 活性に対する至適 pH を検討した。緩衝

液には 1 X McIlvaine’s citrate/phosphate 緩衝液を用い、pH を 4.0～8.0 の条件で

反応させた。 
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CMCに対する至適pH
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図 2.3.1-31 組換えタンパク質の CMCase 至適 pH 
 

     CMCase 活性の至適 pH は、AEC1 では pH 6.0 付近で、最大活性を示した（図 2.3.1-31

参照）。一方、ChCBD1Cel6-１::AEC1 は pH 5.0 付近で最大活性を示した。本実験では、

ChCBD1Cel6-１::AEC1 の方が、明らかに AEC1 より高い CMCase 活性を示した。表 2.3.1-5

や図 2.3.1-29 との違いは、緩衝液の組成の違いによるのかもしれない。いずれにして

も、CMCase 活性は、反応温度や反応時間、反応液組成等の微妙な違いによって、大き

く影響を受けるのかもしれない。AEC1 等の family 9 酵素は、補欠因子として、Ca と

Zn をもつことが知られている。特に、Ca については、他の family 9 酵素では、透析

によって、容易に解離するという報告もあり、酵素の活性を測る際、最終濃度 10 mM 

CaCl2を添加する例も多々ある。現在、CMCase 活性測定では、Ca 濃度については、全

く考慮していないことから、CaCl2 の添加によって、AEC1 と ChCBD1Cel6-１::AEC1 の

CMCase 活性の測定ごとの違いは、改善されるかもしれない。 

     Avicelase 活性に対する AEC1 および ChCBD1Cel6-１::AEC1 の至適 pH を調べた。

Avicelase 活性についても、ｐH 4.0～8.0 については、CMCase 活性と同様に緩衝液に

は 1 X McIlvaine’s citrate/phosphate buffer を用いて、反応させた。 
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図 2.3.1-32 組換えタンパク質の Avicelase 至適 pH 
 

AEC1 は pH 8.0 付近で最大活性を示す一方、ChCBD1Cel6-１::AEC1 は pH 7.0 付近で

最大活性を示した（図 2.3.1-32 参照）。AEC1 の至適ｐHであるが、その後の実験で pH 

8.0 とｐH 9.0 では、pH 8.0 での方が高い活性を示すこと（結果略）から、至適 pH は

pH 8.0 付近であると考えられる。ChCBD1Cel6-１::AEC1 より、至適 pH が約 1.0 程度、

アルカリ側に偏る傾向は、CMCase 活性の至適 pH と同じであった（図 2.3.1-31 参照）。

これは、AEC1 に ChCBD1Cel6-１を融合させたためと考えられる。また、Avicelase 活性

の至適 pH は CMCase 活性のものと比較して、よりアルカリ側に偏っていた。 

Acetobacter 等によって合成されるバクテリアセルロースは、アビセル等の微結晶

セルロースに比べて、非常に結晶度が高いことが知られている。そこで、AEC1 および

ChCBD1Cel6-１::AEC1がAcetobacter由来のバクテリアセルロースを分解する能力があ

るか、どうかを調べた。測定は、1 μg の酵素をもちいて、0.5 %バクテリアセルロー

ス / 1 X McIlvaine’s citrate/phosphate (pH 7.0)下で、40℃、1 時間、反応させ

た。結果は、両酵素ともに、バクテリアセルロースは、全く分解できなかった（結果

略）。 

 

(4) 考察 

 本研究では、基質であるセルロースに対して、エンド型の活性を有すると考えられる酵

素 AEC1 に結晶性セルロースに結合すると考えられるセルロース結合ドメイン ChCBD1Cel6

を融合させて、結晶性セルロースへの分解能を付加できるか、どうかを試みた。ここでは、

結晶性セルロースの基質として、微結晶セルロースであるアビセルを用いたが、AEC1 自体

にも、本研究で構築した組換えタンパク質と同様にアビセルを分解する能力をもっている

ことが示された（表 2.3.1-5、図 2.3.1-31,33）。そこで、非常に結晶度の高いバクテリア
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セルロースを基質として、分解活性の検出を試みたが、全く分解できなかった（結果略）。

このことは、少なくとも、AEC1 に ChCBD1Cel6を融合しても、バクテリアセルロースを分解

する能力を付加できなったことを示している。AEC1 および ChCBD1Cel6-１::AEC1 がアビセ

ルを分解できたのは、アビセルの結晶性の高い領域を分解したのではなく、比較的、結晶

度の低い領域を分解したのかもしれない。アビセルには、約 60 %の結晶度の低いセルロー

ス領域が存在するといわれている。また、天然に存在する結晶性セルロースとしては、I

α型、Iβ型の 2 つが存在するが、バクテリアセルロースが Iα型が主成分である一方で、

アビセルは Iα型と Iβ型が混在した状態であると考えられる。木質バイオマスの組成は、

後者に属するといわれており、木質バイオマス由来である紙の結晶性セルロースも Iα型

と Iβ型が混在した状態ではないかと考えられる。AEC1 および ChCBD1Cel6-１::AEC1 がアビ

セルを分解することができたのは、この結晶性セルロースの組成に起因するのかもしれな

い。もし、AEC1 および ChCBD1Cel6-１::AEC1 のアビセル分解能が、結晶性セルロースの組

成に起因するのであれば、木質バイオマス由来となる紙をターゲットにした酵素としては、

有効であるということになる。 

本プロジェクトでは、現在、Trichoderma longibrachiatum 由来のセルラーゼを用いて、

糖化反応槽等の構築を進めているが、このセルラーゼは、単独の酵素により構成されてい

るのではない。セロビオハイドラーゼ I、II（CBH I、II）、エンドグルカナーゼ I～III、V、

βグルコシダーゼ I、II 等の複合的な作用によって、結晶度の高いセルロースに対しても

分解を促進していると考えられている８）。このことは、酵素の結晶度の高いセルロースを

分解する評価として、単一酵素の生化学的特徴の評価と同時に、様々な酵素を複合させた

セルロース分解能の結果を調べる必要があることを示唆している。ChCBD1Cel6-１::AEC1 に

は、アラゲカワラタケの CBH II の CBD1 と同時に、CBH II のシグナル配列も同時に付加し

てある。 アラゲカワラタケは、現在、形質転換系が、すでに確立されており、ChCBD1Cel6-

１::AEC1 は、アラゲカワラタケの内在性プロモーターを付加し形質転換することによって、

菌体外にアラゲカワラタケ自身のもつ様々なセルラーゼと一緒に分泌されてくるはずであ

る。ChCBD1Cel6-１::AEC1 形質転換体アラゲカワラタケを作製し、ChCBD1Cel6-１::AEC1 の

複合的セルロース分解作用も評価する必要があると考えられる。 
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2.3.2 酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関性に関する検討 

（耐熱性カビ、Thermoascus の耐熱性セルラーゼに関する研究） 

 

(1) 要約 

 Thermoascus aurantiacus が耐熱性セルラーゼを生産するという報告を基に、いく

つかの Thermoascus 株について、高温での増殖性とセルラーゼ生産能を調べた。その

結果、高温でのセルラーゼ生産能の高かった T. aurantiacus IFO9748 株についてｃDNA

ライブラリーを構築し、先に報告者らが単離した A.nigerIFO31125 の endo-β

-1,4-glucanase 遺伝子(enｇ1)をプローブとしてスクリーニングを行った。その結果約

1.3kb 断片を含む陽性クローンを得た。DNA シーケンスの結果 996bp からなる ORF が見

いだされた。本遺伝子はその推定アミノ酸配列からセルラーゼ のファミリー5 に属す

ることが明らかとなり en1 と命名した。次いで、本遺伝子を出芽酵母 S.cerevisiae を

用いて発現させ、その培養ろ液に酵素活性を見いだした。このことから形質転換酵母

細胞において、本酵素は細胞外に分泌生産されていることが示された。培養ろ液より

本酵素の精製を行いその性質を解析した。精製酵素は、70℃、1 時間の処理でほぼ完

全にもとの活性を保持し、2 時間処理後でももとの 80％の活性を保持していた。  

 

(2) 緒言 

  セルローズは植物の細胞壁を構成する主要な多糖類の一つであり、生物圏において

最も豊富な有機化合物である。農業や林業、食品工業などからの廃棄物は多量のセル

ローズを含んでいる。それらの一部はリサイクルされているが、ほとんどは焼却処分

されているのが現状である。これらセルローズ含有廃棄物を未利用バイオマスとして

再利用しようという試みは、長年にわたり行われてきており、セルローズ分解酵素で

あるセルラーゼについても多くの研究がなされてきた。しかしながらセルローズの強

固な化学構造のため、実用に適する効率的な分解系はまだ実現していない 1-5)。 

 セルローズは地球上にもっとも多く存在する有機化合物である。しかし、それにも関わ

らず、化学的な物質変換産業の主原料とはなり得ていない。その理由として考えられるこ

とは、セルローズがきわめて強固な物理的及び化学的構造をとることから、化学的物理的

分解を試みるとしても高い温度や、強い酸性など過酷な反応条件を必要とし、エネルギー

の消費量が大きく、経済的に不利でありかつ環境に対する負荷が極めて大きいからである。

このような観点からすると、穏和な条件での生物的な分解に期待がかかるが、分解酵素で

あるセルラーゼの作用がきわめて緩慢であることが、その実現への大きな障害となってい

る。そしてまた、セルラーゼは単独の分子種ではなく、少なくとも３種類以上の酵素の共

同作業によりセルローズを分解するので、それらを同時に働かせなければならないことが

あげられる。そしてさらに、一般的に酵素製剤は高価であり、古紙の再利用のように安価

にグルコースを生産することが、必須条件である場合には経済的になかなか成り立たない
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ことがあげられる。しかしながら、セルローズを主原料とする化学的物質変換系の開発は、

将来、資源循環型の産業構造を構築していく上で必要欠くべからざるものである 6)。その

実現のためには、セルラーゼ類の分子活性をもっと向上させ、セルローズの加水分解反応

を高効率化すること、および微生物によるセルラーゼ類の生産能力を飛躍的に増大させる

ことが、酵素及び微生物細胞レベルで突破すべき課題としてあげられる。 

 セルラーゼはセルローズのβ-1,4 グルコシド結合を加水分解する一群の酵素の総称で

あり、セルローズを炭素源として生育する多くの細菌および糸状菌により生産され、これ

までに多くのセルラーゼが報告されている。セルラーゼの産業上の利用は、近年、洗剤成

分として、あるいは食品産業、製紙産業等で見られるようになってきており、アルカリ性

endo-β-1,4-glucanase などが洗剤用として、現在、工業的に生産されている。 

 経済性を考慮した実用的観点からすると、セルローズを糖化するに際し、高温で処理し

た方が基質の構造がゆるくなり効率がよいと考えられる。さらに、高温での反応ならば、

雑菌の混入も妨げやすいと考えられる。したがって耐熱性を有するセルラーゼの開発が望

まれる。これまでその様な観点からのセルラーゼに関する研究は無かった。そこで、本研

究ではまず、プロテアーゼに耐性を有するセルラーゼのスクリーニング並びに精製を行い

その性質を明らかにし、一昨年度報告した。そして昨年度はこのセルラーゼの遺伝子のク

ローニングと酵母による発現について報告した。その内容は以下のように要約できる。 

 スクリーニングにより耐プロテアーゼ性を有する酵素として A. niger IFO31125 が生産

する endo-β-1,4-glucanase を選び出し、本酵素を精製し、その性質を明らかにした。本

酵素は、60℃で 2 時間処理した後も活性の低下がほとんど見られない熱安定性に優れた酵

素で、Savinase 等のプロテアーゼに対しても強い耐性を有しており、セルローズ糖化酵素

として有用であると考えられた。本酵素は分子サイズ約 40kDa の分子内に 8.9％の N-グリ

コシド結合型の糖鎖を含有する糖タンパク質性の酵素であった。本酵素の安定性に対する

糖鎖の影響を検討するために、糖鎖を酵素的に除いた endo-β-1,4-glucanase を調製して

検討を行った。その結果、脱糖鎖によるｐＨ安定性、熱安定性への影響は見られなかった

が、プロテアーゼに対する耐性に N-グリコシド結合糖鎖の結合部のコアの３糖が関与して

いることが示唆された。 

 このように、本酵素はセルローズの糖化酵素として有望であるが、実際に古紙等の処理

に利用するためには、さらに他のセルラーゼ、すなわちセロビオヒドロラーゼやβ-グルコ

シダーゼについて研究を進めていく必要がある。また本酵素だけについても、その分子活

性の上昇、遺伝子のクローニング、微生物細胞での高発現等についても研究を展開するこ

とが必要である。そこでまず遺伝子のクローニングを行った。さらにその遺伝子を酵母細

胞に導入し、高発現株を構築し、酵素を精製、その性質を検討した。発現酵素はもとの 

A. niger から精製した酵素と同様の性質を示した。 

 本年度は、耐熱性のセルラーゼを生産することが知られている耐熱性のカビ

Thermoascus aurantiacus 7-11)について、スクリーニングを行い、強い活性を示した
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IFO09748 株について、エンドグルカナーゼ遺伝子をクローニングし、酵母での発現を行い、

精製酵素の性質を解明した。 

 

(3) 方法と結果 

① endo-β-1,4-glucanase 遺伝子(en1)のクローニングと解析 

 微少結晶セルロース、アビセルを含む誘導培地で培養した耐熱性のカビ T. aurantiacus 

IFO09748培養菌体 12,13)からトータル RNAを抽出しｍRNAを精製後、cDNAを合成してλgt10 

cDNA ライブラリーを作製した。この cDNA ライブラリーについて A. niger IFO31125 の

endo-β-1,4-glucanase cDNA(enｇ1)12)をプローブとして用いてスクリーニングを行い、

目的の遺伝子断片を含む陽性クローンを得た。陽性クローンより得られた cDNA 断片のシー

ケンシングを行った。本 cDNA は 1262bp からなり、その中に 1005bp の ORF が存在した。本

ORF は 335 アミノ酸残基からなるペプチドをコードしていた（図 2.3.2-1）。本酵素の遺伝

子を en1 と命名した。 

 翻訳されたアミノ酸配列をデータベース BLASTX14 で解析すると、本酵素は glycosyl 

hydrolase のファミリー5 に属することが明らかとなった（図 2.3.2-2）。このファミリー

で完全に保存されている７アミノ酸残基が、本酵素では Arg-79, His-123, Asn-162, 

Glu-163, His-228, Tyr-230, Glu-270 であった 15)。この中で Glu-270 は、活性中心の親核

性残基であり、Glu-163 はプロトンドナーとして作用することが確認されている残基に相

当することが明らかになった。 

 

② 染色体遺伝子の解析 

 遺伝子配列に関する情報をさらに得るために、染色体 DNA の en1 遺伝子のクローニング

を行った。染色体 DNA のライブラリーを作製するに先立ち、染色体サザンブロッテイング

を行い 16)、en1 遺伝子がシングルコピーで存在することを確認した。この結果に基づき、

HindⅢにより染色体 DNA を切断し、遺伝子ライブラリーを構築した。eng1 cDNA をプロー

ブとしてスクリーニングを行い、eng1 の染色体クローンを得た。このクローンの HindⅢ

/NdeⅠフラグメントの配列を決定し図2.3.2-１に示した。cDNAとの比較により染色体eng1

には、イントロン／エクソン境界の GT-AG 則に従う五ケ所の短いイントロンが存在するこ

とが明らかになった。eng1 の開始コドン ATG 上流には、A.niger や Trichoderma ressei

で知られている転写調節因子の結合サイト 17-20)は見い出されず、T. aurantiacus にはこ

れらとは異なる遺伝子発現調節機構が存在する可能性がある。 
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      1                                                                                            a 

      2  agcttcaatgtcctggatgctttcaattagccattttccaccactcgcagttttgtctcacgtacagttttttgacggcggctccatata 

     92  catgcctatttgcttttccagtgtccagctgtcggctcgcagggccgacggctgtttcaatgttccatttcctgtttcaccccacgtgca 

    182  aacgggcaatgatgccgtctactgttacattcattcaggagtgtgtgtttttcttccgatataaaatacatgttctttccttgatcgcaa 

    272  tgcacgatgtcctctttaaccactgtgccttttctctgtttactggatcccttgtctcctgtctcgttcacacgaatctcctagtggaaa 

    362  ATGAAGCTCGGCTCTCTCGTGCTCGCTCTCAGCGCACGTAGGCTTACACTGTCGGCCCCTCTCGCAGACAGAAAGCAGGAGACCAAGCGT   

         M  K  L  G  S  L  V  L  A  L  S  A  R  R  L  T  L  S  A  P  L  A  D  R  K  Q  E  T  K  R    30 

                                                               

    452  GCGAAAGTATTCCAATgttcgtaacatccacgtctggcttgctggcttactggcaactgacaatggcgaagGGTTCGGTTCGAACGAGTC  

         A  K  V  F  Q  W                                                         F  G  S  N  E  S   42 

        ↑ 

    542  CGGTGCTGAATTCGGAAGCCAGAACCTTCCAGGAGTCGAGgtcagcatgcctgtactctctgcattatattaatatctcaagaggcttac  

          G  A  E  F  G  S  Q  N  L  P  G  V  E                                                      55 

 

    632  tctttcgcagGGAAAGGATTATATATGGCCTGATCCCAACACCATTGACACATTGATCAGCAAGGGGATGAACATCTTTCGTGTCCCCTT  

                   G  K  D  Y  I  W  P  D  P  N  T  I  D  T  L  I  S  K  G  M  N  I  F  R  V  P  F   82 

         

    722  TATGATGGAGAGATTGGTTCCCAACTCAATGACCGGCTCTCCGGATCCGAACTACCTGGCAGATCTCATAGCGgtgcatttcaattccac  

          M  M  E  R  L  V  P  N  S  M  T  G  S  P  D  P  N  Y  L  A  D  L  I  A                     106 

 

    812  catgtttggagctgtcttcgttgtgctgacatttaatggtagACTGTAAATGCAATCACCCAGAAAGGTGCCTACGCCGTCGTCGATCCT  

                                                   T  V  N  A  I  T  Q  K  G  A  Y  A  V  V  D  P    122 

 

    902  CATAACTACGGCAGATAgtgaggtcccggttctggtattgctgctgtatatctaagtagatatgtgtttctaacatttctacgatttcag  

         H  N  Y  G  R  Y                                                                            128 

 

    992  CTACAATTCTATAATCTCGAGCCCTTCCGATTTCCAGACCTTCTGGAAAACGGTCGCCTCACAGTTTGCTTCGAATCCACTGGTCATCTT    

          Y  N  S  I  I  S  S  P  S  D  F  Q  T  F  W  K  T  V  A  S  Q  F  A  S  N  P  L  V  I  F   158 

 

   1082  CGACACTAgtaagctgagcacccgaaattaactgagtctgagcatgtctgacaagacgatccatgaaagATAACGAATACCACGATATGG 

          D  T  N                                                               N  E  Y  H  D  M  D  168 

 

   1172  ACCAGACCTTAGTCCTCAATCTCAACCAGGCCGCTATCGACGGCATCCGTTCCGCCGGAGCCACTTCCCAGTACATCTTTGTCGAGGGCA   

           Q  T  L  V  L  N  L  N  Q  A  A  I  D  G  I  R  S  A  G  A  T  S  Q  Y  I  F  V  E  G  N  198 

 

   1262  ATTCGTGGACCGGGGCATGGACCTGGACGAACGTGAACGATAACATGAAAAGCCTGACCGACCCATCTGACAAGATCATATACGAGATGG   

           S  W  T  G  A  W  T  W  T  N  V  N  D  N  M  K  S  L  T  D  P  S  D  K  I  I  Y  E  M  A  228 

 

   1352  CACAGTACCTGGACTCTGACGGATCCGGGACATCAGCGACCTGCGTATCTTCGACCATCGGTCAAGAGCGAATCACCAGCGCAACGCAGT   

           Q  Y  L  D  S  D  G  S  G  T  S  A  T  C  V  S  S  T  I  G  Q  E  R  I  T  S  A  T  Q  W  258 

 

   1442  GGCTCAGGGCCAACGGGAAGAAGGGCATCATCGGCGAGTTTGCGGGCGGAGCCAACGACGTCTGCGAGACGGCCATCACGGGCATGCTGG   

           L  R  A  N  G  K  K  G  I  I  G  E  F  A  G  G  A  N  D  V  C  E  T  A  I  T  G  M  L  D  288 

  

   1532  ACTACATGGCCCAGAACACAGACGTCTGGACTGGCGCCATCTGGTGGGCGGCCGGGCCGTGGTGGGGAGACTACATATTCTCCATGGAAC  

           Y  M  A  Q  N  T  D  V  W  T  G  A  I  W  W  A  A  G  P  W  W  G  D  Y  I  F  S  M  E  P  318 

 

   1622  CGGACAATGGCATCGCGTATCAGCAGATACTTCCTATTTTGACTCCGTATCTTTGACTgacaagctcgatggagtacggtattaaagata   

           D  N  G  I  A  Y  Q  Q  I  L  P  I  L  T  P  Y  L  *                                      335 

 

   1712  cttgagtacttctctctgtcaccgggggagggagaaaccaattcgctgtatccttgtttccctgtcttctacagacatgagtatggattt 

   1802  tgccattagtacagtacatgcttaagcacttctctctgcacatgctatctcagcgcagcaaaggacaaattattatttgtcagttatacg 

   1892  ctccgttcatcatatg 

           

 

図 2.3.2-1 耐熱性セルラーゼ遺伝子 eg1 のヌクレオチド配列およびアミノ酸配列.  

下線の部分は糖鎖結合サイト。矢印はシグナルペプチドの切断サイト ＊ は終止コドン。

実践で囲んだ部分は染色体遺伝子におけるイントロンを示す。 
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EG1        MKLGSLVLALSARRLTLSAPLADRKQETKRAKVFQWFGSNESGAEFGSQNLPGVEGKDYIWPDPNTIDTLISKGMNIFRVPFMMERLVPN 90 

AF440003   MKFSTVVCGLAAAGGALAAPAKERS-IKKRASPFQWFGSNESGAEFGQNNIPGVEGTDYTFPNTTAIQVLIDQGMNIFRVPFLMERMVPN 89 

AF331518   --MKFQSTLLLAAAGGSALAVPHGPGHKKRASVFEWFGSNESGAEFG-TNIPGVWGTDYIFPDPSAISTLIDKGMNFFRVQFMMERLLPD 87 

AF054512   --MKLLNLLVAAAAAGSAVAAPT-HEHTKRASVFEWIGSNESDAEFG-TAIPGTWGIDYIFPDTSAIATLVSKGMNIFRVQFMMERLVPN 86 

2516260A   -------------MRSLVLLSSVLALVAPSKGAFTWLGTNEAGAEFGEGSYPGELGTEYIWPDLGTIGTLRNEGMNIFRVAFSMERLVPD 77 

2115193A   ----MRLSTLLIAGSASLALAAPVQKEEKRASNFQFFGVNESGPEFGETKLPGTKNTDYVWPTLSTIDTFVGKGMNTFRVNILMERLTHN 86 

                                            *   * **   ***    **     *  *    *      *** *#*   ***     

 

EG1       SMTGSPDPNYLADLIATVNAITQKGAYAVVDPHNYGRYYNSIISSPSDFQTFWKTVASQFASNPLVIFDTNNEYHDMDQTLVLNLNQAAI 180 

AF440003  QMTGPVDSAYLQGYSQVINYITSHGASAVIDPHNYGRYYNNIISSPSDFQTFWNTIASNFADNDGVIFDTNNEYHDMDESLVVQLNQAAI 179 

AF331518  SMTGSYDEEYLANLTTVIKAVTDGGAHALVDPHNYGRYNGEIISSTSDFQTFWENLAGQYKDNDLVMFDTNNEYHDMDQDLVLNLNQAAI 177 

AF054512  SMTGSYDDAYLNNLTTVVNAIAAAGVHAIVDPHNYGRYNNEIISSTADFQTFWQNLAGQFKDNDLVIFDTNNEYNTMDQTLVLDLNQAAI 176 

2516260A  SLAGPVADEYFQDLVETVNGITALGAYAVLDPHNYGRYG-NIITSTDDFAAFWTILATEFASNELVIFDTNNEYHTMDQSLVLNLNQAAI 166 

2115193A  SLTASLDSQYLADLKTTVNYITGKGAYAMIVPHNYGRFNSQIITDTAGFKTWWTNVAKEFAGNSKVIFDINNEFHDMDQTLVVNLNQAGI 176 

                    *              *  *   *#****    **     *   *   *     *  * ** *##   **  **  **** * 

 

EG1        DGIRSAGATSQYIFVEGNSWTGAWTWTNVN--DNMKSLTDPSDKIIYEMHQYLDSDGSGTSATCVSSTIGQERITSATQWLRANGKKGII 268 

AF440003   DGIRAAGATSQYIFVEGNSWTGAWTWTQVN--DAMANLTDPQNKIVYEMHQYLDSDGSGTSDQCVNATIGQDRVASATAWLKQNGKKAIL 267 

AF331518   NGIRAAGATSQYIFVEGNSWTGAWTWVDVN--DNMKNLTDPEDKIVYEMHQYLDSDGSGTSETCVSETIGKERVTEATQWLKDNKKVGFI 265 

AF054512   DGIRAAGATSQYIFAEGNSWSGAWTWADIN--DNMKALTDPQDKLVYEMHQYLDSDGSGTSGVCVSETIGAERLQAATQWLKDNGKVDIL 264 

2516260A   DAIRASGATSQYIFAEGNSWTGAWTWVDVN--DNMKALTDPQDKLIYEMHQYLDSDGSGTNTACVSSTIGSERVTAATNWLRENGKLGVL 254 

2115193A   DGIRAAGATSQYITAEGNSWTGAWTWTTSENGKTMAALKDPQNKLIYQMHQYLDSDGSGTNEACVSSTIGKERITAATKWLKDNGKKGLI 266 

             **  *******  ***** *****        *  * **  *  * *#*#*******    **  ***  *   ** **  * *     

         

EG1        GEFAGGANDVCETAITGMLDYMAQNTDVWTGAIWWAAGPWWGDYIFSMEPDNGIAYQQILPILTPYL  335 

AF440003   GEFAGGANSVCESAVTGLLDHLADNTDVWTGAIWWAAGPWWASYIFSMEPPSGIAYEQVLPLLQPYL  334 

AF331518   GEYAGGSNDVCRSAVSGMLEYMANNTDVWKGASWWAAGPWWGDYIFSLEPPDGTAYTGMLDILEAYL  332 

AF054512   GEYAGGANDVCRTAIAGMLEYMANNTDVWKGAVWWTAGPWWADYMFSMEPPSGPAYSGMLDVLEPYLG 332 

2516260A   GEFAGANNQVCKDAVADLLEYLEENSDVWLGALWWAAGPWWGDYMFNMEPTSGIAYQEYSEILQPYFVGSQ 325  

2115193A   GEFAGGNNSQCKTAVEGMLTYMQENKDVWTGALWWAAGPWWASYMFSMEPKTGTAYTAYLDLISKFK  333 

           *# **  *  *  *    *     * *** ** ** *****  * *  **  * **            

 

図 2.3.2-2 EG1 と他の endo-β-glucosidase のアミノ酸配列の比較  

EG1 と他のファミリー5 に属するエンドグリコシダーゼを比較配列した。 6 つの酵素に共

通するアミノ酸残基を (＊)で示した。また、ファミリー5 全てに共通して存在する７つア

ミノ酸残基を(#)で示した. Glu-270 に相当する残基は、活性中心の親核性残基と同定され
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ている (下線)。 そして Glu-163 に相当する残基は、 プロトンドナーとして同定されて

いる (実線枠)。 (EG1: 本論文; AF440003:Talaromyces emersonii; AF331518: Aspergillus  

niger;  AF054512: Aspergillus  aculeatus;  2516260:Emericella nidulans ; 

2115193A:Macrophomina phaseolina ). 

 

③ 遺伝子発現の温度依存性 

 麦汁培地及びアビセル含有誘導培地での培養の比較では誘導培地で培養した時のみにノ

ザンブロットで強い m RNA のバンドの存在を認めた。すなわち本酵素は誘導酵素である事

が確認された。誘導培地で 30℃あるいは 50℃で培養した T. aurantiacus 菌体から経時

的にトータル RNA を抽出し、本酵素の遺伝子(en1)断片をプローブとしてノザンブロット

を行ったところ、30℃では 24 時間後に高い発現があり 48 時間後までに急激に減少が見

られた。一方、50℃では 24 時間で 30℃の 1.5 倍の発現が観察され、その後 48 時間ま

で上昇が見られた。このような T. aurantiacus のセルラーゼは、すでに報告されて

いるように、37-50℃の高温で良く発現し 9)、30℃で主に発現する Trichoderma ressei 

の CMCase とは異なることを示している。 

 

④ 酵母細胞への遺伝子導入と発現 

 酵母はセルラーゼを有しないし、また形質転換酵母細胞を用いてセルローズを原料とす

るアルコール発酵へ利用することも考慮に入れて、酵母 Saccharomyces cerevisiae を本酵

素遺伝子により形質転換することを試みた。本酵素の cDNA をグリセルアルデヒド 3 リン酸

脱水素酵素(GAPDH)プロモーターおよびターミネーターに連結し、酵母用発現ベクター

YEGAP に導入、S. cerevisiae を形質転換したところ、CMC 寒天プレート培地で Congo red

染色法 21)によりコロニーの周囲にハローを形成する発現株が認められた。このことより、

組み替えセルラーゼが、形質転換酵母により生合成され、細胞の外に分泌されていること

が示された。 

 

⑤ 組み替えセルラーゼの精製と性質 

 組み替えセルラーゼの性質を明らかにするため、また単離した cDNA が、目的とする耐熱

性セルラーゼの遺伝子であることを確認する目的で、組み替えセルラーゼの精製を行った。

S. cerevisiae の形質転換株を 30℃で 72 時間、合成完全培地 22)を用いて培養した。その

培養上澄液から、硫安による塩析とスーパーデックス 200 カラムゲルろ過により、組み替

え酵素を精製した。精製した酵素は、SDS-PAGE で単一のバンドを示した。精製酵素の N-

末端アミノ酸配列は、Ala-Lys-Val- Phe-Gln-であり、取得した遺伝子の妥当性とシグナル

ペプチドのプロセッシングが酵母中でも正しく行われていることを示している。即ち、遺

伝子が示した 1-Met から 30-Arg の配列は、シグナルペプチドであり、S. cerevisiae にお

いてもそれが正しく認識されプロセスされることを示している。 
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 次いで、精製酵素の性質を調べた。まず、反応温度の酵素活性に及ぼす影響を検討した

ところ、70℃で最も高い活性を示し、それは 40℃のときの 2 倍に相当するものであった（図

図 2.3.2-3）。熱安定性を検討するため、本精製酵素を pH 6.0 において、さまざまな温度

でインキュベーションした後、その残存活性を調べた。その結果、60℃で 1 週間インキュ

ベーション後も活性の低下は見られず、70℃、1 時間では活性は低下せず、2 時間インキュ

ベーション後も約 80％の活性が残存していた。 

 ついで、種々の pH における酵素活性をしらべたところ、pH4.0-6.0 において最大活性が

 図 2.3.2-3.  精製 EG1 の熱安定性と至適温度  

得られ、40℃、pH3.0 から pH9.0 の間で 24 時間安定であった。 

ためには、50mM リン酸緩衝液（pH6.0）

) 考察 

は、耐熱性 endo-β-1,4-glucanase をコードする遺伝子 en1 を耐熱性のカビ T. 
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四角：熱安定性、十字：至適温度。安定性の測定の

中で各温度で１時間インキュベート後に残存活性を測定した。至適温度は、それぞれの温

度での活性測定により決定した。 

 

(4

 本研究で

aurantiacus からクローニングすることが出来た。ヌクレオチド配列から推定したアミノ

酸配列は、すでに報告されている A. niger の酵素（図 2.3.2-2、AF331518）のそれと高い

ホモロジーを有していた。この酵素は耐熱性がより低く、両者の比較は、耐熱機構の解明

につながると考えられ興味深い。このような観点からさらに研究を進め、セルラーゼの構
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造と耐熱性との相関を明らかにしていくことは、資源循環型の産業構造を構築するための

セルローズ資源の有効利用の展開のために重要であろう。 

 今回酵母で発現させた耐熱性のセルラーゼは、比活性は高かったが、発現量は必ずしも
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2.3.3 古紙の分解を担う酵素機能の解析 

 
(1) 要約 

 リグノセルロース系材料からのリグニンの除去を効率的に行う担子菌のスクリーニング

を行った。特に、針葉樹リグニンを分解する能力のある担子菌として、Pleurocybella 
porrigens（スギヒラタケ）を候補として選抜した。また、他の保存菌株についても、色素

PolyR、4-クロロレゾルシノールの分解活性を指標としてスクリーニングを行った。 

 一方、リグニン分解酵素の一つ、マンガンペルオキシダーゼ(MnP)の生産性を向上させ

るため、Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）による MnP 生産の制御機構について検討を加

えた。まず、酵母エキス-グルコース培地においては MnP2 が、また、ペプトン-酵母エキ

ス-グルコース培地においては MnP３が生産されることを認め、この２つの酵素をコード

する遺伝子 mnp2 および mnp3 の塩基配列を決定した。さらに、RT-PCR 法により、それ

ぞれの遺伝子の発現を確認し、転写レベルで制御を受けることを認めた。 

 
(2) 緒言 

 木質系資源や農産系資源など植物に由来する資源は、その主要成分としてセルロースや

ヘミセルロースなどの多糖成分と、リグニンやタンニンなど、芳香族化合物のポリマーを

含む。これらの成分のうち、セルロースはポリマーの形態で、パルプや紙に加工されるほ

か、種々の化学的修飾により、機能性のポリマーとして広く利用されている。さらに、セ

ルロースは酵素的あるいは化学的な加水分解によりセロオリゴ糖やグルコースに変換され、

さらに発酵によりアルコールが得られる。また、ヘミセルロースはその構成糖の違いによ

り、種々のヘミセルロースが存在する。そのうち、代表的なキシランからは、加水分解に

よりキシロースが得られる。 

 リグニンは芳香環に炭素数３の側鎖と、水酸基およびメトキシル基を持つ基本単位(フェ

ニルプロパン)がラジカル重合により、ランダムに結合し、複雑な非結晶性構造を持つ。針

葉樹、広葉樹、草本類でリグニン生合成の前駆体とその割合が異なる。リグニンは化学的

な修飾により反応性を付与し、接着剤などに用いられる可能性を有しているものの、明確

な利用法は開発されていない。また、低分子化により得られる低分子化合物(フェノール類

や芳香族有機酸など)は種々の構造を持つ化合物の混合物であるため、各物質への分離と精

製が困難であり、多くの可能性を持ってはいるものの、具体的な利用法が提案されていな

い。一方、リグニンは植物組織の細胞壁中では細胞間層に最も濃度高く存在し、また、二

次壁中においてはヘミセルロースと化学結合した状態で、最も大量に存在している。 

 細胞壁中のセルロースやヘミセルロースなど多糖成分を微生物的あるいは酵素的に分解

する場合、リグニンは物理的な障壁となる。従って、多糖成分を利用する場合には、原料

の組織構造を破壊するとともに、リグニンを分解除去することが必要となる。 

 本年度においては、まず、 (1)針葉樹に生育する白色腐朽菌として知られている
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Pleurocybella porrigens（スギヒラタケ）によるスギ材の分解、(2)種々の芳香族化合物

の分解作用のあるのスクリーニングおよび (3)木リグニン分解酵素の大量生産のための基

礎的な知見を得るため、Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）における酵素の生成の制御機

構について検討を加えた。 

 
(3) 材料および方法 

① 腐朽試験 

a. 使用菌株 

Pleurocybella porrigens（スギヒラタケ）２菌株を実験に供した。 

b. 供試材 

 自然乾燥した秋田スギ辺材を２x２x１cm のブロックに製材した。切断の際に生じたケバ

などはナイフなどを用いて除去した。供試用の木片は木口面の画像解析を行って、同時に

行う実験の供試材の早材晩材比がほぼ同じになるようにグループ化した。これにより選抜

した木片は真空乾燥機にて絶乾状態にし、絶乾重量を測定した後に、オートクレーブ（121℃、

20 分）によって加圧滅菌し、腐朽試験に用いた。 

c. 腐朽試験用培地 

 マヨネーズ瓶（500mL 入り）に海砂 350g をいれ、100mL の液体培地（1%グルコース、0.62%

ポリペプトン、 0.02%乾燥酵母エキス、1%Kirk's Salt、0.2mM MnSO4、0.2mM コハク酸緩

衝液［pH 4.5, 20mM］）を入れて馴染ませ、オートクレーブ（121℃、30min）により加圧滅

菌した。アラゲカワラタケ用の高グルコース培地は 5%グルコース、1%ポリペプトン、0.15%

リン酸一カリウム、0.05%硫酸マグネシウム、2mg/l 塩酸チアミンを調製した。 

d. 培養方法 

 予め 90mm の PDA プレートにて前培養し、コルクボーラー(6mm)で菌糸ディスクを打ち抜

いたものを、腐朽試験用培地の上に４個乗せ、25℃、相対湿度 70%で培養した。培地の表

面に成長した菌糸がほぼ全体に行き渡ったことを確認して、滅菌した供試材の木片を３〜

４個静置した。１か月おきに瓶に含まれる木片ごと回収し、次項に示したようにサンプル

を調製した。 

e. 木片サンプルの調製 

 蒸留水とキムワイプを用いて木片を注意深く洗浄し、菌糸を除去した。１個の木片は固

定液（ホルマリン：酢酸：エタノール：水＝2 : 1 : 10 : 7 ）に浸し、組織を固定した。

残りの木片は乾燥機に入れ 60℃、２日間乾燥した。乾燥木片は、卓上ボールミル（Retsch

製、MM300）によって微粉砕し、真空乾燥機（タバイエスペック製、）を用いて絶乾状態に

した。 

f. 木質成分分析法 

 常法を若干改変して以下のようにホロセルロース、α-セルロースおよびリグニンの分析

を行った。 
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リグニン（クラーソンリグニン）： 0.2g の乾燥サンプルを 50mL バイヤル瓶に入れ、3mL

の 72%硫酸を加えよく混和した。30℃の浸透培養機によって 140rpm、2.5 時間処理した後、

110mL の蒸留水を加えながら 200mL の三角フラスコに移した。アルミホイルで蓋をし、オ

ートクレーブ（121℃、30 分）にて処理をした。放冷後、乾燥秤量済みのガラス繊維ろ紙

（アドバンテック、GA-100）にて濾過し、105℃で乾燥した残渣の重量を測定し、これを酸

不溶性リグニンとした。また、ろ液の量と 210nm における吸光度より、酸不溶性リグニン

を算出した。リグニン吸光係数は 110 を用いた。 

ホロセルロース：0.3g の乾燥サンプルを 50mL バイヤル瓶に入れ、3mL の蒸留水、3mL の

反応試液（30mL の蒸留水に対して、亜塩素酸ナトリウム 1.2g、酢酸 0.24mL）を入れ、ド

ラフト内にて、80℃の浸透培養機で処理した。１時間ごとに反応試液を 3mL ずつ加え、サ

ンプルの色が完全に脱色されるまでこれを繰り返した（5～6 回）。反応後氷冷し、秤量済

みのガラス繊維ろ紙で 100mL の水でろ過し、更にアセトンで洗浄した。105℃乾燥残渣をホ

ロセルロースとした。 

α-セルロース：乾燥ホロセルロースサンプルより、0.2g をとり、30mL バイヤル瓶に入

れ、5mL の 17.5%水酸化ナトリウム溶液を加えた。４分後にガラス棒で馴染ませ、20 分間

室温にて静置。さらに 5mL の蒸留水を加えてかき混ぜたのち、150mL の蒸留水を加えなが

ら、秤量済みのガラス繊維ろ紙でろ過した。ろ紙上の残渣に 8mL の 10%酢酸を５分間処理

し、400mL の蒸留水にて残渣を洗浄した。105℃乾燥残渣をαセルロースとした。 

 
② 色素およびフェノール性化合物分解性担子菌のスクリーニング 

a. 使用菌株 

 実験に供した菌株は結果と考察の項（表 2.3.3-2）で述べる。 

b. 腐朽試験用培地 

 5mL の液体培地（1%グルコース、0.62%ポリペプトン、0.02%乾燥酵母エキス、1%Kirk's Salt、

0.2mM MnSO4、0.2mM コハク酸緩衝液［pH 4.5, 20mM］）を試験管（18mmφ×18cm）入れ、

オートクレーブ（121℃、30min）により加圧滅菌した。この際に 4-クロロレゾルシノール

(4-C)R 添加区は最終濃度 1mM となるように、Poly-R478 添加区は、最終濃度 2mg/mL とな

るようにオートクレーブの前に添加しておいた。尚、ビスフェノール A(BPA)添加区はオー

トクレーブの後に加え、何も添加していない区をコントロールとした。 

c. 培養方法 

 予め 90mm の PDA プレートにて前培養し、コルクボーラー(6mm)で菌糸ディスクを打ち抜

いたものを、培地の上に１個浮かべ、25℃、相対湿度 70%で静置培養した。 

d. 吸光度の測定 

 植菌日を Day1 とし、Day4、7、10、13、16 のように 3 日ごとにサンプリングした。コン

トロール区、Poly-R478 添加区は培地を新しい試験管に 2mL とり、それぞれ 250nm−700nm、

300nm−700nm の吸収スペクトルを測定した。4-CR 添加区、BPA 添加区については、2mL を新
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しい試験管にとり、それぞれ 5mL、3mL の酢酸エチルを加え 30 秒間抽出した後、酢酸エチ

ル層の 250nm−350nm の吸収スペクトルを測定した。 

e. Poly-R478 分解 

 赤色を呈する PolyR 添加区については、１次スクリーニングにおいてこの色素の分解活

性が認められると考えられる菌株および、近縁種についてさらに分解活性の測定を行った。

最大吸収波長 521nm における吸光度が 1.0 になるように培地への添加濃度を調整した培地

へ 3 日ごとに植菌し、Day4、7、10、13、16 のサンプルとして一度に吸収スペクトルの測

定と、写真の撮影を行った。Poly-R478 の構造式を他の供試化合物の構造とともに図

2.3.3-1 に示す。 

 

 

 

図 2.3.3-1 分解反応に供試した化合物の構造 

 

③ リグニン分解酵素の代謝調節機構 

a. 菌株および培養条件  

主として P. ostreatus (ATCC 66376) を用いた。培養はグルコース／ペプトン／酵母エ

キス培地(PGY)およびグルコース／酵母培地(GY)培地を用いた。GY 培地は 1%グルコース、

1%Kirks 塩混合物、0.02%酵母エキス、0.27mM MnSO4 および 20mM フタル酸緩衝液(pH 

4.5)を含み、PGY 培地は PG 培地に 0.5%のペプトンを含む。各菌株は 3.9%ポテト－グル

コース－寒天(PDA)平板に接種し 28℃で８日間培養した。この寒天平面からコルクボーラ

ーで培養の一部(φ6mm）を打ち抜き、その４片を 300ml 三角フラスコ中の 30ml の培地

に接種した。このフラスコは暗所で 28℃に保持した。 

b. 酵素活性の測定 

MnP 活性は 0.4mM グアイアコール、50mM 乳酸緩衝液(pH 4.5)、0.2mM MnSO4 お

よび 0.1mM H2O2 を含む 1 ml の反応液で測定した。反応は反応生成物に由来する

465nm における吸光度の増加により測定した。MnP 活性は Mn2+における活性から Mn2+
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の存在しない場合の活性を差し引いて算出した。MnP の１単位は、465nm における吸光

度を１分間あたり 1.0 増加させる酵素量と定義した。Lac 活性は、0.4mM O-フェニレンヂ

アミン、 50mM コハク酸緩衝液(pH 4.5)、および酵素標品を含む 1ml の反応液で測定し

た。反応は 440nm における吸光度の増加により測定した。また、活性の１単位は、１分

間あたり 440nm における吸光度の増加を起こす酵素量と定義した。タンパク質量は BSA

を標準物質とし、Bradford 法により測定した。 

c. RT-PCR 分析 

染色体 DNA は P. ostreatus の菌体より簡易抽出法により分離した。全 RNA は各液体

培養に所定の培養日数培養して菌体から抽出した。すなわち、菌体を 10ml の

ISOGEN(Nippon Gene)を含むスクリューキャップにとり、ポリトロンホモゲナイザーに

より破砕し、ISOGEN のプロトコールにより抽出した。RT-PCR 反応は Thermal cycler 

PERSONAL を用い、Amersham Bioscience のキットを用いて行った。オリゴヌクレオチ

ドプライマーは Invitorogen により行った。RNA は逆転写酵素とともに、42℃で 30 分間、

ついで 95℃で 5 分間反応させた。PCR には、95℃で 5 分間、94℃で 1 分間―55℃で 1 分

間―72℃で 1 分間のシーケンスを 30 回繰り返し、最終的に 72℃で９分間処理した。 

 
(4) 結果と考察 

① スギ材の腐朽とリグニンの分解 

Pleurocybella porrigens（スギヒラタケ）２株をスギ木片に接種し、その生育を観察

するとともに、成分の変化を追跡した。K-2855 株はスギ木片によく生育し、木片の分解作

用も活発であった。６ヶ月の培養期間における木片の変化の状況を写真 2.3.3-1 に示した。

３ヶ月において組織が崩壊して骨格成分が残存したような状態であった。６ヶ月ではより

進行した状態が観察された。同時に試験した K-663 株は菌の周りが悪く、また木片内部へ

の菌糸の侵入の状態も良好ではなかった。 

試験木片の重量の変化をみると、明らかに K-2855 株の方が K-663 株に比べて重量が減

少していた（図 2.3.3-2）。処理１ヶ月後、２ヶ月後の木質分析を行ったところα-セルロ

ースにはあまり変化が認められなかったのに対して、クラーソンリグニン、その他のセル

ロースに減少が認められた（図 2.3.3-3）。乾燥重量ベースではこの傾向がより顕著に観察

された。また、可溶性リグニンは K-2855 株では明らかに増大していた（図 2.3.3-4）。こ

のように、K-2855 株はリグニンを分解し低分子化していることが予想された。 

腐朽の進んだ３ヶ月以上のサンプルの木質成分について分析を試みたが、バックグラウ

ンドが統一されていないことから、良好なデータを得ることができなかった。木片の腐朽

を行う際には、木質成分のバックグラウンドを揃えることが肝要であり、再試験を行う予

定である。 
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Control 2 month 3 months 6 months
 

写真 2.3.3-1 スギヒラタケによるスギ木片の腐朽（６ヶ月まで） 

（下部の写真は上部よりも倍率が高く撮影した） 

 

 
重量変化率（％） 

85.0% 

90.0% 

95.0% 

100.0% 

105.0% 

110.0% 

Control K-663 1 ヶ月 K-663 2 ヶ月 K-2855 1 ヶ月 K-2855 2 ヶ月 

スギヒラタケ 

 

図 2.3.3-2 スギヒラタケに腐朽されたスギ木片の重量減少（４つの試料をそのまま表示） 
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培養後の木質分析値（％／DM）
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Control K-663 1ヶ月 K-663 2ヶ月 K-2855 1ヶ月 K-2855 2ヶ月

 

図 2.3.3-3 スギヒラタケに腐朽されたスギ木片の成分変化（４つの試料をそのまま表

示） 

培養後の可溶性リグニン（％／DM）
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図 2.3.3-4 スギヒラタケに腐朽されたスギ木片の可溶性リグニン量の変化 
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写真 2.3.3-2 スギ木片への C.hirustus の生育 

（OC: ATCC 4917 ; OB, 他の菌株） 

重量変化率（％）

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

Control IFO 4917 1ヶ月 IFO 4917 2ヶ月 OC 1ヶ月 OC 2ヶ月

アラゲカワラタケ

 

図 2.3.3-5 C．hirusutus ATCC 4917 によるスギ木片の重量減少（４つの試料をそのまま表

示） 
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木質分析値の変化（％／DM）
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図 2.3.3-6 C.hirsutus に腐朽されたスギ木片の成分変化（４つの試料をそのまま表示） 

可溶性リグニン（％／DM）
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図 2.3.3-7 C. hirustus に腐朽されたスギ木片の可溶性リグニン量の変化 

 

さらに、実用化の可能性の高い Coriolus hirsutus （アラゲカワラタケ）についてもス

ギ木片への生育を検討した。供試した４菌株のうち、ATCC4917 株は良好な生育を示したが、

他の株の生育は良好ではなかった。スギ木片への生育の状況を写真 2.3.3-2 に示す。図

2.3.3-5 に示すように、良好な生育を示した IFO 4917 株は２ヶ月の生育により、スギ木片

の重量の現象が観察された。しかし、図 2.3.3-6 に示すように、明確な成分の減少は観察
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されなかった。また、可溶性リグニンの顕著な増加も認められなかった（図 2.3.3-7）。 

 
② 芳香族化合物の分解を指標とするリグニン分解性担子菌のスクリーニング 

 担子菌 84 株について、4-クロロレゾルシノール（以下 4CR）、ビスフェノール A（以下

BPA）、Poly R-478（以下 PolyR）の分解活性を測定した。 

a. ビスフェノール A (BPA)の分解 

高いリグニン分解活性を示す Ceriporiopsis subvermispora による BPA の分解を試みた。

図 2.3.3-8 に示すように、BPA は経時的に減少すること、また、スペクトルが変形するこ

となく単純に減少することなどから、中間体の蓄積無しに分解することが推測された。BPA

の分解については、これまで、Pleurotus ostreatus の MnP がラジカル酸化反応に基づい

たメカニズムで分解することを報告している 1)。本菌においても MnP により BPA が分解さ

れるものと考えられる。 

AP:Ceriporiopsis subvermispora AT
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図 2.3.3-8 C. subvermispora (ATCC 90467)による BPA の分解 

 

b. 供試化合物の分解パターンによるカテゴリー化 

本研究で用いた 84 株の担子菌は供試した化合物に対して、培養液のスペクトル分析の

結果異なった分解のパターンを示すことが示された。すなわち、担子菌は植菌後３日毎に

吸収スペクトルを測定し、その経日変化をプロットしたところ、分解活性があると考えら

れる菌株のスペクトルの変化のパターンは概ね３つのカテゴリーに分けられることが分か

った。  

カテゴリーI は最大吸収スペクトルを含むピークの高さが経日的に低くなっていくもの

である。図 2.3.3-10 に Phanerochaete flavido-alba のスペクトルの経日変化を示した。 
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AH:Ceriporiopsis subvermispora ATCC 
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図 2.3.3-9 C. subvermispora (ATCC 90466)による BPA の変換 

 

このカテゴリーに属する分解様式は単純に 4CR、BPA、PolyR を分解し、代謝し無機化して

いるものと推測される、このことを明らかにするためには培地中の物質の減少を GC-MS な

どを用いて測定することが必要となる。 

 カテゴリーII は吸収スペクトルのピークが経日的に低くなっていくのにつれて、新たな

ピークが出現し、経日的にそのピークが増大していくパターンを示していた。図 2.3.3-11 

に Cyathus strecoreus の BPA 添加の例を示した。280nm 付近のピークが減少するが、新た

に 260nm 付近のピークが生じて、day16 ではそれが吸光度が 1.5 を超えるほど増加してい

る。このカテゴリーの分解様式とは起こらずに分子修飾などによって新たな化合物を生成

していることが予想される。これも GC-MS などを用いて確認することが必要である。 

 カテゴリーIII は前の二つのカテゴリーとは異なって、ピークの減少が認められずむし

ろ増大していた。そのパターンの変化はピークがブロードになりつつ、バックグラウンド 

も経日的に大きくなっていた。図 2.3.3-12 に Gloeophyllum trabeum の例を示した。添加

した物質の変化は不明であるが、培養による代謝物が影響して高いバックグラウンドをも

たらしたものと考えられる。 

 これらの結果をもとに、供試した全株のうち、何らかのスペクトルの変化を生じた 82

株をそれぞれの基質に対してカテゴリー化を行った。結果を表 2.3.3-1 および 2.3.3-2 に

まとめた。 
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図 2.3.3-10 Phanerochaete flavido-alba によるカテゴリーI 型変換 

 

図 2.3.3-11 Cyathus strecoreus によるカテゴリーII 型変換 
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図 2.3.3-12 Gloeophyllum trabeum によるカテゴリーIII 型変換 

 

 

表 2.3.3-1 スペクトル変化による担子菌のカテゴリー化 

 

          カテゴリー（菌株数） 

 I II III 

基質    

Bisphenol A 16 13 7 

4-Chlororesorcinol 28 6 4 

Poly R478 3 0 3 

   

 

c. Poly R-478 の分解 

 Poly R-478（以下 PolyR）を分解すると考えられる株は供試した株の中でも３株程度し

か認められなかった。このなかで、Ceriporiopsis subvermispora に注目し、再度分解活

性を測定することにした。分解による色の変化がより分かりやすくなるように、初期濃度

を下げた。PolyR は最大吸収波長 521nm において吸光度＝１を与える濃度として添加した

（0.8mg/mL）。供試したC.subvermisporaは当施設において所有の3株（ATCC 90467、90466、

96608）であった。この３つの株の中で ATCC 90467 のみが吸収ピークの減少が見られ、ま

た、これは視覚的にも色素の脱色が認められた。PolyR の脱色の状況を写真 2.3.3-3 およ
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び 2.3.3-4 に示す。 

 PolyR のピークの減少を示したその他の株について菌の分解活性を考察する。まず色素

の脱色が認められるものの、菌糸へ色素の吸着していることが考えられ、培養期間を延長

すると再びそれが培地中に放出されるものがあった。これは明らかに分解は行われていな 

  

 

写真 2.3.3-3  C. subvermispora ATCC 90467 による Poly R の分解 

（培養０日より培養日数の経過により次第に脱色される状況を示す） 

 

 

写真 2.3.3-4  カテゴリー２に属す菌株による Poly R の変換 

（培養０日目より培養の経過により色調が変化する状況を示す） 

いものと考えられた。また、培養期間を延長することによって、一旦減少した PolyR が再
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び出現するように見える菌もあった。これはこの菌の代謝によって培地の pH が変化し、そ

れにつれて色素の発色団も変化したために一旦発色を失い、見かけ上分解した様子を示す 

が、代謝が進み更に pH が変化した時に再び発色することが予想される。これらの菌のよう

な一見 PolyR を分解しているように見える菌株を除外した上で、今回の試験では

Ceriporiopsis subvermispora ATCC 90467 がもっとも高い分解活性を示した。 

 

③ リグニンペルオキシダーゼ分解性担子菌 Pleurotus ostreatus （ヒラタケ）におけるリ

グニン分解酵素合成の調節の解析 

リグニン分解酵素の合成あるいはリグニンの分解は一般的には、二次代謝過程とされ、

主として培地中の炭素源、窒素源および硫黄源の濃度により制御を受けるとされている。

また、培養中に供給される酸素もリグニン分解酵素の合成に必須と考えられている。さら

に、二次代謝産物であるベラトル酸によっても酵素合成の誘導が行われる。 

また、リグニン分解性担子菌（白色腐朽菌）により生産されるリグニンペルオキシダー

ゼ(LiP)、マンガンペルオキシダーゼ(MnP)およびラッカーゼ(Lac)などのリグニン分解酵

素は１電子酸化を触媒する。MnP と Lac はフェノール性基質を酸化するのに対し、LiP

は非フェノール性基質を酸化するとされている。しかし、ある種のメディエーターの存在

下において、MnP と Lac も非フェノール性基質を酸化することが示されている。これら

の３種類の酵素はいずれも単一の蛋白としてではなく、複数のアイソザイムとして生産さ

れることが示されている。本研究で対象とした Pleurotus ostreatus （ヒラタケあるいは

シメジ（市販名））においては MnP と Lac を生産するが、LiP は生産しない。また、４種

類の Lac が分離精製され、リグニンペルオキシダーゼ分解関連酵素としてベラトル酸酸化

酵素を生産する。MnP の生産をコードする遺伝子についても検討が行われている。これら

の知見については、いくつかの総説に述べられている 2,3)。 
これまで、MnP のアイソザイムは複数の遺伝子によりコードされることが明らかにされ、

３種類の遺伝子がクローニングされている 4)。最初に分離された MnP(mnp1)は Mn2+を

Mn+3 に酸化するとともに、β-O-4 リグニンモデル化合物を酸化分解する。また、木粉に

生育した場合、本菌は MnP2 をコードする mnp2 が発現する。MnP は Mn2+非依存性の

MnP 活性を示す。さらに、Mn2+を添加した培地中では MnP3 が生産され、この蛋白は

mnp3 にコードされている。木粉培地では液体培地とは異なった MnP アイソザイムが生

産されることも報告されている 5)。 
P. ostreatus と近縁の Pleurotus eryngi においても、MnP アイソザイムの生産が報告

され、その合成をコードする遺伝子の塩基配列が決定されている 6)。 
MnP の発現は、Mn、窒素源、過酸化水素など、種々の化学的なストレスにより転写レ

ベルで制御され、それに対応する金属応答エレメント(MRE)がプロモーター領域に存在す

ることが認められている。その他の調節因子も存在する。特に、Mn による MnP 活性へ 
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表 2.3.3-2 分解パターンによる供試菌のカテゴリー化 

BisPA 4-CR Poly R

Bjerkandera adusta ヤケイロタケ IFO 5307 – – –
Ceriporiopsis subvermispora ATCC 90466 1 1 –
Ceriporiopsis subvermispora ATCC 90467 1 1 –
Ceriporiopsis subvermispora ATCC 96608 1 1 –
Coprinus cinereus ウシグソヒトヨタケATCC 96626 – – –
Coriolus consors ニクウスバタケ(W)IFO 30769 1 2 –
Coriolus hirsutus アラゲカワラタケ IFO 4917 2 2 –
Coriolus versicolor ヤキフタケ IFO 30388 1 2 –
Cyathus strecoreus ハタケチャダイゴケIFO 9076 2 2 –
Daedaleopsis tricolor チャカイガラタケ IFO 6269 1 2 –
Dichomitus squalens ATCC 201541 1 2 –
Dichomitus squalens ATCC 13242 1 1 –
Favolus alveolarius Ki-19 1 2 –
Flammulina velutipes エノキタケ IFO 31862 – – –
Ganoderma applanatum コフキサルノコシカIFO 31147 1 – 3
Ganoderma lucidum マンネンタケ IFO 31863 1 2 –
Gleophylla trabeum キチリメンタケ IFO 6430 3 3 3
Gloeophyllum trabeum キチリメンタケ(B)IFO 6509 3 3 –
Grifora frondosa IFO 30661 1 1 –
Grifora frondosa ヒロハアンズタケ IFO 30661 – – –
Lentinus edodes Ki-22 1 2 –
Lentinus lepideus マツオウジ(B) IFO 30751 – – 1
Lentinus lepideus マツオウジ Ki-23 3 3 –
Lentinus trigrinus var. squamulosum Ki-20 1 2 –
Lenzites betulina カイガラタケ(W) IFO 8715 3 3 3
Lyophyllum decastes ハタケシメジ IFO 32186 2 2 –
Myceliophthora thermophila IFO 31912 3 3 1
Panus rudis アラゲカワキタケ IFO 8994 2 2 –
Phanerochaete chrysosporium ATCC 64964 1 1 –
Phanerochaete florido-alba ATCC 60998 1 1 –
Phanerochaete sordia ウスキイロカワタケATCC 90628 1 1 –
Phanerochaete sordia ウスキイロカワタケATCC 90872 1 1 –
Phialophora fastigiata IFO 6856 – – –
Phlebia radiata ATCC 52891 1 1 –
Pholiota nameko ナメコ IFO 30373 1 2 1
Pleurocybella porrigens スギヒラタケ K-2855 1 1 –
Pleurocybella porrigens スギヒラタケ K-663 1 1 –
Pleurotus  cornucopiae タモギタケ Ki-3 1 2 –

カテゴリー
学名 和名 Stock#
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表 2.3.3-2 （続き） 

Pleurotus abalonus オオヒラタケ Ki-1 1 2 –
Pleurotus citrinopileatus Ki-2 1 3 1
Pleurotus corticatus Ki-4 1 1 –
Pleurotus cystidiosus オオヒラタケ Ki-5 1 – –
Pleurotus dryinus ツバヒラタケ Ki-6 – 3 –
Pleurotus eryngii Ki-7 1 3 1
Pleurotus eurgrammus Ki-8 1 2 3
Pleurotus eurgrammus var. brevisporus Ki-9 1 2 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 200129 1 1 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 66376 1 1 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 34675 1 1 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 38538 1 1 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 200128 1 3 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ ATCC 90075 1 2 –
Pleurotus ostreatus ヒラタケ Ki-10 1 2 –
Pleurotus pulmonaris ウスヒラタケ IFO 31345 1 2 –
Pleurotus pulmonarius ウスヒラタケ Ki-11 1 2 2
Pleurotus rhodophyllus Ki-12 1 2 –
Pleurotus sajor-caju IFO 30792 1 – –
Pleurotus sajor-caju Ki-13 1 2 –
Pleurotus salmoneostramineusトキイロヒラタケ Ki-14 1 1 –
Pleurotus sapidus Ki-15 – 1 –
Pleurotus smithii Ki-16 1 – –
Pleurotus sp. florida Ki-17 1 2 –
Pleurotus ulmarinus Ki-18 2 3 –
Poria cocos IFO 30268 – 3 –
Pycnoporus cinnabarinus シュタケ ATCC 10242 – – –
Pycnoporus cinnabarinus シュタケ(W) IFO 31165 2 2 –
Pycnoporus coccineus ヒイロタケ IFO 4923 1 1 –
Pycnoporus coccineus ヒイロタケ Ki-21 1 1 –
Schizophyllum commune スエヒロタケ(W) IFO 30749 – – –
Strobilurus oshimae スギエダタケ K-27
Trametes gibbosa オオチリメンタケ IFO 4946 – – –
Tyromyces palustris オオウズラタケ(B)IFO 30339 2 3 –

 

 

の効果は明らかである。mnp3 のプロモーター領域には１個の MRE が存在する。また、

窒素による調製部位も mnp3 のプロモーター領域に認められている。 

 

本実験では、前年度に引き続き、Pleurotus ostreatus のマンガンペルオキシダーゼ生

産に及ぼす諸条件、特に窒素源の影響について検討を加えた。 
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a. P. ostreatus によるマンガンペルオキシダーゼの生産 

 GY培地およびPGY培地におけるMnPの生産と菌体の生育を検討し、両培地において、

MnP の生産の時期は異なっていることを認めた。両培地における MnP の生産の経時変化

を図 2.3.3-13 に示す。この図に示すように、窒素濃度の低い GY 培地においては、MnP は

培養７日目に活性が検出され、グルコースの消費にともなって徐々に増加し、培養 30 日

目に最高の活性(0.74U/ml)となった後、徐々に減少した。また、この培養期間中における

Lac の生産は認められなかった。一方、高い窒素源を含む PGY 培地においては、培養５

日目に MnP 活性が検出され、８日目に活性は最高(0.69U/ml)となり、引き続く培養にお

いて活性は急速に減少した。菌体の生育量は、GY 培地においては徐々に増加した。また、

PGY 培地においては 10 日目までで急速な菌体の上昇が認められた。何れの培養の場合で

も、MnP 活性の発現と上昇は菌体の生育から遅れることから、MnP の生産が二次代謝過

程であることが示された。また、培地の pH は GY では安定していたのに対し、PGY では

上昇する傾向を示した。 
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図 2.3.3-13  GY および PGY 培地における MnP の生産と菌体増殖の経時変化 

 
b. MnP の生産に及ぼす培地中の酵母エキスおよびペプトン濃度の影響と生産される酵素

の分離と精製 

 前述の MnP 生産の変化が培地中に加えられたペプトンの濃度に起因するものか、ある

いは酵母エキスによるものかを明らかにするため、GY 培地の酵母エキス濃度を 0.5%とし

た培地と、0.02%とした培地とで、MnP の活性を経時的に追跡した。図 2.3.3-14 に示すよ
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うに、酵母エキスの濃度を 0.02 から 0.5%に高めると、MnP 生産のプロファイルは PGY

培地の場合に類似するようになった。 

 次に、GY 培地あるいは PGY 培地おいて、それぞれ酵母エキス濃度あるいはペプトンの

濃度を変化させた場合の MnP 活性の変化を MonoQ かラムクロマトグラフにより検討し

た。図 2.3.3-15 に示すように、GY 培地における酵母エキス濃度を 0.05%から 0.5%に増加

させると、主要 MnP の溶出時間は 19 分から 23 分となった。また、PGY 培地のペプトン 
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図 2.3.3-14 MnP の生産に及ぼす YG 培地における酵母エキス濃度の影響 

 
濃度を0.5%から0.02%に低下すると、主要MnPの溶出時間は23分から19分に変わった。

これらの２つのピークを示すタンパクは MnP の２つのアイソザイムであり、これらの生

産は、酵母エキスやペプトンなどの窒素源の濃度により影響を受けることが示された。 

 また、これらの２つのピークに分離されるアイソザイムをさらに詳細に分離した。溶出

のパターンを図 2.3.3-16 に示す。GY 培養においては 122 分のメインピークのほかに 135

分にサブピークが検出され、PGY 培養においては 146 分にメインピークと 122 分と 135

分にサブピークが検出された。このように、GY 培養と PGY 培養では明らかに異なったア

イソザイムが生産されることが確認された。ついで、GY 培地および PGY 培地で生産され

るそれぞれの主要アイソザイムを精製した。 
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図 2.3.3-15  GY および PGY 培地で生産される MnP の MonoQ カラムによる分離-1 

（ペプトンおよび酵母エキス濃度の影響） 

 

 
c. アイソザイムをコードする遺伝子の塩基配列の決定 

 これまでの種々の検討から、GY 培地で生産されるアイソザイムは MnP3 であり、一方、

PGY 培地で生産されるアイソザイムは MnP2 であると考えられる。これらのアイソザイ

ムの発現のメカニズムを明らかにし、MnP 生産の効率化を図る基礎的な知見を得るため、

両アイソザイムをコードする遺伝子のクローニングと塩基配列の決定を試みた。得られた

配列を図 2.3.3-17 および図 2.3.3-18 に示す。配列が示すように、活性に関与する His およ

び Arg の保存、プロモーター領域に存在する MRE（メタル応答領域）、XRE(薬物応答領

域)などの調節因子の存在が示された。 

 Phanerochaete chrysosporium が窒素源の濃度によりリグニン分解酵素の生産が制御

されることが最初に見いだされ、多くのリグニン分解担子菌においてもこのことが認めら 
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図 2.3.3-16  GY および PGY 培地で生産される MnP の MonoQ カラムによる分離-2 

 
れているが、その制御のメカニズムは明らかにされていない。L ntinula edodes （シイタ e
ケ）や Pleurotus sajyor-caju においても 2.6mM という低窒素源培地で培養を行うと、

MnP 活性が上昇することが認められている 7)。今年度においてわれわれの行った、GY 培

地は低窒素濃度培養に、また、PGY 培養は高窒素濃度培養に相当するものと考えられる。 

 
d. RT-PCR による mnp 発現解析 

 GY 培地および PGY 培地で、それぞれ mnp2 および mnp3 が発現することを RT-PCR

法を用いることにより転写レベルで確認することを試みた。転写レベルのコントロールと

してβ-tubulin を用いた。各培地で MnP アイソザイムが最も高レベルに生産される培養期

間にあわせて全 RNA を抽出した。また、供試する RNA の量は 0.05，0.25 および 0.5µg

の３段階とした。 

 図 2.3.3-19 に示されたように、GY 培地においては mnp2 が、また、培地においては mnp3
が発現することが明らかにされた。したがって、mnp の発現は転写レベルで制御されてい

ることが明確となった。 

 Mnp の発現が Mn2+により制御を受けることは P chrysosporium やその他のリグニン

分解菌において認められている。P. ostreatus においても、固体培養において Mn2+が MnP

の発現を制御するとする知見が得られている 8,9)。 
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図 2.3.3-17 mnp2 の塩基配列
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図 2.3.3-18  mnp3 の塩基配列 
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図 2.3.3-19  GY および PGY 培地における mnp 遺伝子の発現 

 

 
e. PolyR による MnP 合成の誘導 

 MnP は種々の物質や環境要因により誘導されると考えられる。これまで、培地中の窒素

源により誘導されることを述べたが、種々の低分子化合物により誘導されることが知られ

ている。これまで、種々の物質について検討を行っているが、PolyR にも誘導効果が認め

られた。すなわち、PolyR を 0.1%以上加えた場合に顕著な効果が認められた（図 2.3.3-20）。

誘導されるアイソザイムの種類については検討中であり、転写レベルでの誘導についても

確認を行っている。 
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図 2.3.3-20 PolyR による MnP 合成の誘導 

（図左の数値は添加した Poly R の濃度を示す） 
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2.3.4 糖化反応槽による古紙糖化の検討 

(1) 目的 

 古紙から糖の製造を実用化する場合、反応生成物であるグルコース、セロビオースの濃

度は、濃縮にコストの点から、高い方が好ましい。また、基質濃度が高い方が酵素との接

触機会が増すため、反応速度が高まり結果として使用する酵素の量を減らす事が出来ると

期待される。しかしながら、2.2.2 に示したように、基質１％での反応系では、基質の中

で糖として回収し得るグルコース、キシロースの 76％を糖化する事が出来るが、基質濃度

をあげるにつれ糖化率が下がってしまう。これは、セルロースが分解される過程で CBH に

より二糖であるセロビオースが蓄積してしまう生成物阻害によるものではないかと考えら

れている。 

生成物阻害を除去するには、セロビオースをグルコシダーゼ等の酵素により分解しグル

コースにする。もしくは、反応系から生成物であるグルコース、キシロースなどと伴に物

理的に除いてしまう。という 2 つの方法を考える事が出来る。 

このプロジェクトにおいて糖化の次のステップであるコリネ型細菌による有機酸への

変換ではセロビオースをこの菌が利用できることから、セロビオースを含む生成物を限外

濾過膜のような膜で分離除去し、生成物阻害のおこらないことを目標にして反応装置を設

計した。 

これまでは 300ml の三角フラスコを用いた小さな系での実験であったが、スケールを４

L にあげることにより、より実用化に即した設備での糖化実験を行う事が出来る。 

(2) 方法 

① 糖化試験 

50mM酢酸緩衝溶液に３ｃｍ四方に切断したPPC用紙およびFL60を表の様に加えた系を、

50℃，100rpm で振とうし反応させた。反応液は経時的に１ml サンプリングし、0.22μm の

フィルターで濾過したのち、溶液中の全糖をフェノール硫酸法で測定し、グルコースで作

成した検量線を元に糖濃度を算出し、産生糖量および有機分あたりの糖化率を求めた。 

表 2.3.4-1 

 実験 No. 1-0.1 2-0.2 5-0.5 10-1 
PPC 用紙（％） 1 2 5 10 
FL-60（PPCU） 3.1 6.2 15.5 31 

        

② 分解産物の分析 

分解後、生成した糖類の組成をイオンクロマトグラフィーで分析した。分析は 2.2.2 に

示した方法に従って行った。 

(3) 結果 

① 基質濃度の変化 

基質濃度の変化により、産生糖量と糖化率が如何に低下するか、またその際の生成糖組
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成の変化についてしらべた。基質の濃度と、添加した酵素の量を表 2.3.4-1 に示した。 

基質濃度が 10％のとき 3 時間目までに糖が急速に産生されるがその後、ほとんど分解が

進まず、糖化率は著しく低下した。５％の際も 3 時間目までは糖が産生されるが、ほとん

ど糖化されなかった。２％の基質濃度で糖の産生は５％基質濃度の時と変わらない程度に

生産されるが糖化率は 3 分の１に下がってしまう。(図 2.3.4-1～2) 
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図 2.3.4-1 基質量の変化と産生糖量(全糖) 
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図 2.3.4-2 基質量の変化と糖化率（全糖） 

 

  イオンクロマトグラフィーによる、生成物の分析で基質濃度が高い時にキシロビオース

（11.7 分）、セロビオース（13.45 分）が多く生産されている事が確認できた。(図 2.3.4-3

～11)  

 表 2.3.4-2 に示したように、糖化速度が低下する３時間、６時間付近での二糖の濃度は

反応系中の約 0.2％である。二糖の中でキシロビオースの蓄積量は基質濃度に比例してい

る傾向にあるが、キシロースの量は比例していない。 
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図 2.3.4-3 スタンダード各 0.001％(オリゴ糖分析モード) 
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図 2.3.4-4 実験 1-0.1 6 時間後     図 2.3.4-5 実験 1-0.1 24 時間後 
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図 2.3.4-6 実験 2-0.2 6 時間後     図 2.3.4-7 実験 2-0.2 24 時間後 
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 図 2.3.4-8 実験 5-0.5  6 時間後    図 2.3.4-9 実験 5-0.5 24 時間後 
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図 2.3.4-10 実験 10-1 6 時間後     図 2.3.4-11 実験 10-1 24 時間後 
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表 2.3.4-2 生成糖量（イオンクロマトグラフィー） 

 (単位:mg) 

実験No. 反応時間 ｱﾗﾋﾞﾉｰｽ ｸﾞﾙｺｰｽ ｷｼﾛｰｽ 単糖計 単糖 ｾﾛﾋﾞｵｰｽ ｾﾛﾄﾘｵｰｽｷｼﾛﾋﾞｵｰｽ 全糖

1-0.1 1 0.57 13.58 5.93 20.08 19.01 18.23 1.46 2.70 41.40
3 1.21 60.23 21.54 82.97 77.20 72.74 3.48 7.80 161.22
6 3.02 130.33 46.29 179.65 167.15 128.88 8.69 9.47 314.18
24 5.89 341.46 106.89 454.24 420.44 153.86 15.29 0.00 589.59

実験No. 反応時間 ｱﾗﾋﾞﾉｰｽ ｸﾞﾙｺｰｽ ｷｼﾛｰｽ 単糖計 単糖 ｾﾛﾋﾞｵｰｽ ｾﾛﾄﾘｵｰｽｷｼﾛﾋﾞｵｰｽ 全糖

2-0.2 1 0.64 0.00 0.29 0.93 0.65 1.19 1.85 0.00 3.68
3 3.05 71.95 33.93 108.93 99.77 167.37 3.18 17.03 287.35
6 3.26 102.45 43.29 149.01 134.59 219.58 13.14 26.21 393.52
24 3.14 151.90 57.74 212.78 192.07 187.72 15.01 25.32 420.11

実験No. 反応時間 ｱﾗﾋﾞﾉｰｽ ｸﾞﾙｺｰｽ ｷｼﾛｰｽ 単糖計 単糖 ｾﾛﾋﾞｵｰｽ ｾﾛﾄﾘｵｰｽｷｼﾛﾋﾞｵｰｽ 全糖

5-0.5 1 0.65 0.00 0.39 1.04 0.63 0.16 1.26 0.00 2.05
3 3.35 61.67 25.57 90.58 83.49 179.77 9.39 30.97 303.61
6 3.17 56.29 21.54 80.99 75.14 152.71 5.20 29.37 262.41
24 3.29 65.74 32.68 101.71 93.74 189.01 11.66 55.90 350.31

実験No. 反応時間 ｱﾗﾋﾞﾉｰｽ ｸﾞﾙｺｰｽ ｷｼﾛｰｽ 単糖計 単糖 ｾﾛﾋﾞｵｰｽ ｾﾛﾄﾘｵｰｽｷｼﾛﾋﾞｵｰｽ 全糖

10-1 1 3.10 55.90 29.82 88.83 81.77 195.99 6.59 37.41 321.76
3 6.38 92.75 45.29 144.42 133.39 265.72 12.46 53.89 465.46
6 6.60 112.83 49.86 169.29 154.01 289.23 15.29 69.17 527.70
24 6.18 94.53 111.01 211.72 191.69 305.82 21.90 90.12 609.53  

 

 

② セロビオースによる阻害 

 ①で基質濃度２％～10％の時、セロビオースの濃度が高いことから、糖化率低下の原因

はセロビオースによるものではないかと考えた。そこで、反応初期からセロビオースを添

加した際に、糖化反応はどのようになるのかを調べた。 

糖化試験は 50mM 酢酸緩衝溶液 100ml と３ｃｍ四方に切断した PPC 用紙１g および FL60 

100ul の酵素反応系にセロビオースを６通りの濃度０％、0.01％、0.05％、0.1％、0.5％、

1％で加えた。それぞれの、フラスコを 50℃，100rpm で振とうし反応させた。 

反応液は経時的に１ml サンプリングし、0.22μm のフィルターで濾過したのち、溶液中

の全糖をフェノール硫酸法で測定し、グルコースで作成した検量線を元に糖濃度を算出し、

産生糖量および有機分あたりの糖化率を求めた。 

図 2.3.4-12 に示したように、セロビオースの添加量が 0.5％、１％と増えるに従って糖

化率は約 10％程度下がっているが、①に示した結果のような著しい低下はみられなかった。 

この結果から、セロビオースの蓄積のみが、紙分解の阻害になっているとは考えにくい。 
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図 2.3.4-12 セロビオース添加時の糖化率（全糖） 

 

③ 機械的攪拌の影響 

 今後検討を行う反応装置では、機械的攪拌により古紙を分散させる。ジャーファーメン

ターを用いて糖化試験を行い、この機械的攪拌の影響と反応時の最適な基質濃度を調べた。 

内容量５Ｌのミニジャーファーメンター(TSC-M5L, (株)高杉製作所)を用いて糖化試験

を行った。3cm 四方に切断した PPC 用紙を 1%、5%、10%となるように用意し、50mM 酢酸緩

衝溶液を加え全量 2985ml とした。FL60 を PPC の濃度によらず約 2500U 添加し、全量 3L で

反応を行った。パルプあたりの酵素添加量は 83 U/g(1%)､ 17 U/g(5%)､ 8 U/g(10%)であ

る。45℃，400rpm で反応させ、反応液は経時的に 2ml サンプリングし、煮沸により酵素を

失活させた後、0.20μm のフィルターで濾過した。この溶液中の全糖をフェノール硫酸法

で測定し、グルコースで作成した検量線を基に糖濃度を算出し、産生糖濃度および有機分

あたりの糖化率を求めた。 

 PPC 用紙 1%では、有機分あたりの糖化率が 9 時間で約 80%となり、ほぼ完全に糖化され

た(図 2.3.4-14)。PPC 用紙 5%及び 10%では、産生糖濃度が約 2%の時点で共に反応が特に鈍

化しており(図 2.3.4-13)、生成物による阻害が起こっていると考えられる。そのため効率

良く反応を行なうために、産生糖濃度が 2%未満で連続的に反応が行えるような反応槽の条

件を設定する必要がある。 

 また、PPC 用紙 5%の糖化率を酵素添加率が等しいフラスコ試験の糖化率と比較すると、

機械的攪拌を行なったジャーファーメンターにおける糖化率は 46 時間で約 55%(図

2.3.4-14)とフラスコの48時間での糖化率約10%(図2.3.4-2)の5倍以上と反応の効率が非

常に上がっている。このように機械的攪拌により糖化の効率が良くなることが分かった。

これは機械的攪拌により、古紙の分散が良くなり酵素との反応機会が増加されるためと考

えられる。 
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図 2.3.4-13 基質量の変化と産生糖量(全糖) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50

時間(h)

糖
化

率
(%

)

1%

5%

10%

 

図 2.3.4-14 基質量の変化と糖化率（全糖） 

 106



④ 反応装置設備の設計 

  反応装置として図2.3.4-15のような設備を作成した。反応槽は内外2槽に分かれており、

古紙、緩衝溶液、酵素は外槽に投入する。反応が進むにつれ生成された糖類は焼結金属

(20um)を通り内槽へと移動する。内槽からポンプによって限外濾過膜へと溶液は移動し、

ここで糖と伴に移動してきた酵素は除かれて反応槽へと戻る。 

 

焼結金属 

反応液 反応液 

酵素液回収 

反応槽 

限外濾過膜 
濾過後糖液 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.4-15 反応槽 

 

  この反応槽は実用化に際して、前、後２つの糖化槽で糖化することをイメージして設計

した。内槽の液面を外槽の液面より多少低く保つことにより、燒結金属を通してろ過され

た糖化液が外槽から内槽に流入することを期待したが、燒結金属を透過する液量が少なく、

限外濾過膜を糖化する液を賄うことが出来なかった。 

  そこで、燒結金属の口径をできる限り大きくすると共に、目皿のサイズを３通り作成し、

これらを交換できるように改造を加えた。また限外濾過膜から循環した戻りの液は外槽に

戻し、強制的に循環させるように改善した。 

焼結金属

酵素反応槽

P

限
外
濾
過
膜

還流

透
過

糖溶液

基質の
　添加・補充

 

図 2.3.4-16 改良型反応槽 

燒結金属は紙料やセルロースの分解によって生じるミクロフィブリルの結晶によって

目詰まりすることが予想されるため、逆洗できるようにするなど更なる改善が必要である。 
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また、この方法では限外濾過によって分離される糖の濃度が 2%以下と希薄であり、輸送、

貯蔵を考えると濃縮が必要になる分、不利である。なるべく生成する糖の濃度を高めるに

はどの様にすればよいか、１つの課題である。 

古紙が 10%の時、酵素の添加率が 8 単位/g 紙であり、一般に酵素のコスト計算に用いら

れている数値にほぼ相当する。今後も紙に対する酵素の添加率単位/g を更に下げる研究を

行っていく必要がある。これまでに得られた成果を反応槽による糖化試験で検証し、どこ

まで糖化のコストを下げることができるか検討していく予定である。 

また、古紙と共に反応槽に持ち込まれる様々な物質が、限外濾過濃縮や、反応液の循環、

反応槽内への蓄積など問題が起こらないかどうかを検討していく予定である。 
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2.4  Cellulose degradation by cellulosome system 
 

＜要約＞ 

Clostridium cellulovorans は多種類のセルロース分解系酵素および非触媒性の骨格

から成る高分子複合体 「 セルロソーム 」 を菌体表層に有し、セルロースおよびヘミ

セルロースを効率的に分解する。  

セルロソームはエンドグルカナーゼ、エキソグルカナーゼおよびキシラナーゼ

やマンナナーゼなどヘミセルラーゼの触媒サブユニットと、これらを結合する骨

格蛋白質(scaffolding protein ; CbpA) より構成される。CbpA は9つの疎水性結合

ドメイン(cohensin) により各触媒サブユニットのドッキングドメイン(dockerin)と

結合して複合体を形成し、菌体表層ドメイン(surface layer homologous domain ; S

LH) により菌体表層蛋白質にセルロソームを固定化する。さらにCbpAのセルロー

ス結合ドメイン (CBD) がセルロースと結合することにより菌体全体がセルロース

表面に吸着する形となり効率的な繊維質の分解および糖の利用が行なわれる。  

C. cellulovorans セルロソームのMiniCbpA1, 6, 9の発現、精製、および結合特

性について検討を行ったところ、それぞれの疎水性結合ドメインはC. cellulovoran

sのセルロソーム構築プロセスにおいて異なる機能を有しており、いくつかの疎水

性結合ドメインは特定の酵素サブユニットに対して他のドメインよりも効率よく

結合することが示唆された。また、XynA, EngMを含むミニセルロソームとセルロ

ソーム酵素では無いArfAによるコーン繊維の分解を試みたところ、同時もしくは

連続的なArfAとXynAを用いた場合に相乗効果が有ることが認められた。さらに、

C. cellulovoransのセルラーゼおよびヘミセルラーゼ遺伝子の発現調節についてmR

NAレベルでの解析を行ったところ、グルコースのカタボライトレプレッションが

セルラーゼの発現を制御すること、ヘミセルロースの存在がセルロース利用性に

影響を及ぼすこと、およびセルラーゼとヘミセルラーゼの発現調節機構が存在す

ることが示唆された。 

 
2.4.1 Expression, purification and binding properties of MinicbpA 1, 6 and 9 of the 

Clostridium cellulovorans cellulosome 
 
(1) Abstract 

The cellulosome of Clostridium cellulovorans consists of three major subunits: 
CbpA, EngE, and ExgS.  The C. cellulovorans scaffolding protein (CbpA) contains nine 
hydrophobic repeated domains (cohesins) for the binding of enzymatic subunits. Cohesin 
domains are quite homologous, but there are some questions regarding their binding 
specificity because some of the domains have regions of low-level sequence similarity.  
Three cohesins which exhibit 40~60 % sequence similarity were cloned, expressed and 
purified.  Theses three recombinant constructs were investigated for their ability to bind 
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cellulosomal enzymes (e.g ManA and XynA). Cohesin 1 (Coh1) was found to contain amino 
acid residues corresponding to amino acids 289 to 422 of CbpA, Cohesin 6 (Coh6) was 
determined to contain amino acid residues corresponding to residues 1081 to 1233 of CbpA.  
Cohesin 9 (Coh9) was from 1710 to 1848.  By genetic construction, these three cohesins 
were each fused to CBD-SLH1, producing MinicbpA1, MinicbpA6 and MinicbpA9.  

The abilities of three fusion proteins to bind to ManA and XynA were compared.  
Although MinicbpA1 could bind ManA well, little or no binding of the enzymatic subunits 
was observed with MinicbpA6 and MinicbpA9. All of the MinicbpAs (MinicbpA1, 6 and 9) 
appear to interact with XynA equally well.  ManA was bound strongly by, MinicbpA12 and 
MinicbpA56 about twice as much as by  MinicbpAs with a single cohesin.  XynA bound 
equally well with MinicbpAs with single and double cohesins.  These results indicate the 
different cohesins may function differently during the assembly process of the C. 
cellulovorans cellulosome, with some cohesins binding certain enzymatic subunits more 
efficiently than others.  
 
(2) Introduction 

Clostridium cellulovorans produces a cellulase enzyme complex (cellulosome) (1) 
with a total molecular weight of about 1 million which is composed of major subunits CbpA 
(13, 14), EngE (17), and ExgS (7) as well as other minor cellulosomal subunits (2) such as 
EngB, EngH, EngK, EngL, EngM, EngY and hemicellulase subunits such as XynA, ManA 
and PelA (2,18,17,16).  The cellulosome is a large extracelullar, multisubunit enzyme 
complex containing a nonenzymatic scaffolding protein (CbpA) to which is attached a 
number of enzymatic subunits with a variety of degradative functions that allow it to degrade 
plant cell wall materials (2).  During growth of the bacterium, the cellulosome is attached to 
the cell surface, and the bacterium is held tightly to the cellulose substrate through a cellulose 
binding domain (CBD) present on the CbpA of the cellulosome.   

A general criterion for identifying a cellulosomal enzymatic subunit is the presence 
of a duplicated amino acid sequence, now called a dockerin, usually at the C-terminus. This 
dockerin domain binds to the cohesin domains of the CbpA present in all cellulosomes (2).  
CbpA is a nonenzymatic scaffolding protein with a molecular weight of 189 kD.  CbpA has 
a cellulose binding domain (CBD) at the N-terminus of the mature protein, four hydrophilic 
domains (now called surface layer homologous domain: SLH), and nine hydrophobic or 
cohesin domains (Fig. 2.4.1-1).  

Previously, we reported (8) that the binding of EngE and ExgS to cellulose was 
dependent on their initially binding to the scaffolding protein CbpA, which then bound the 
CbpA-EngE, CbpA-ExgS, and CbpA-EngE-ExgS complexes to the cellulose substrate 
through CbpA’s cellulose-binding domain (5). These results suggested that the binding of 
CbpA to EngE or ExgS was a major mechanism for assembly of the active cellulosome.  

Studies (3, 6, 12) with scaffolding protein CipA of Clostridium thermocellum (4) and 
CipC  Clostridium cellulolyticum (11) showed that only enzymes containing duplicated 
sequences (dockerins) were able to bind to their cognate cohesins.  In the cases of C. 
thermocellum and C. cellulolyticum, the binding of cellulosomal enzymes appears to occur 
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equally well with all the cohesins present in CipA and CipC, respectively (10,19).  
Furthermore, it was shown that there are species-specific interactions between cohesins and 

 

dockerins (9).   

There is a much higher degree of sequence similarity between the cohesins in both 
CipA (4

 three different kinds of MinicbpAs (e.g. 
Minicbp

 

) Materials and Methods 
rs 

 (Invitrogen) was used as an expression host for pMalManA 
and E. 

 DNA manipulation 
E. coli were purified with a Qiagen kit (Qiagen Inc.).  Agarose gel 

electroph

Fig. 2.4.1-1 Diagram of the recombinant proteins used.  The MinicbpA1 protein contains the peptide from 289 to 422
amino acids of CbpA.  The MinicbpA6 protein contains residues corresponding to amino acids 1081 to 1233 
and  the MinicbpA9 protein contains 1710 to 1848 amino acids of CbpA. 

CBDBamN SLH1SalCCBDBamN CBDBamN SLH1SalCSLH1SalC

MinicbpA 9
CBP9SalN CBP9XhoCCBP9SalNCBP9SalN CBP9XhoCCBP9XhoC

MinicbpA 6
CBDBamN SLH1SalCCBDBamN CBDBamN SLH1SalCSLH1SalC CBP6SalNCBP6SalN CBP6XhoCCBP6XhoC

MinicbpA 1
CBDBamN CBDBamN CBP1XhoCCBP1XhoC

Mini-CbpA 5&6 
SLH1 SLH2 SLH3 SLH4N Coh1CBD CCoh2 Coh3 Coh6Coh4 Coh5 Coh7 Coh8 Coh9

289 666 797 939 1081 1233 1365 1507 1601 1710 184818928 422 566

65%      73%                  90%      93%      98%    100%   89%     79%                                42%

Mini-CbpA 5&6 
SLH1 SLH2 SLH3 SLH4N Coh1CBD CCoh2 Coh3 Coh6Coh4 Coh5 Coh7 Coh8 Coh9

289 666 797 939 1081 1233 1365 1507 1601 1710 184818928 422 566

65%      73%                  90%      93%      98%    100%   89%     79%                                42%

CbpA from Clostridium cellulovorans

)  and CipC (11) than that which exists in CbpA.  An analysis of the nine C. 
cellulovorans cohesins indicated that their sequence similarity to Coh 6 ranged from 40 to 
95% (2, 14).  Since the level of sequence similarity of the cohesins in CbpA is much lower 
than that in CipA and CipC, we thought that the CbpA cohesins might bind cellulosomal 
enzymes with different degrees of efficiency.   

In the present study, we constructed
A1, MinicbpA6 and MinicbpA9).  The constructs were expressed and isolated. The 

subunit-binding characteristics of the constructs were assessed by interaction western blotting. 
 
(3
① Bacterial strains and vecto

Escherichia. coli TOP10
coli BL21(DE3) (Novagen) was used for pETmini1, pETmini6 and pETmini9 

expression.  
 
②

Plasmids from 
oresis, transformation of E. coli, and ligation were done by the methods of 

Sambrook et al.   
 
 

 111



 

③ Cloning the MinicbpAs 
omain (CBD) and SLH1 domain of CbpA were amplified by the 

PCR rea

 
(Fig. 2.4

A1 was constructed by amplifying the CBD to cohesin1 with two synthetic 
primers 

quence of the scaffoldin subunit (CbpA) as reported by 

Cellulose binding d
ction from total chromosomal DNA of C. cellulovorans with synthetic primers (Fig. 

2.4.1-1).  The PCR products were separated and extracted from agarose gels and cleaved 
with BamHI and SalI.  The cleaved fragments were again separated, extracted and ligated 
with BamHI-SalI linearized pET22b+ plasmid DNA.  The ligation mixtures were used to 
transform competent E. coli BL21(DE3) cells by chemical trnasformation method.  
Ampicillin-resistant colonies were isolated and their plasmid DNA was subjected to DNA 
sequencing to verify the constructs.  The resulting plasmid was designated pETCBDSLH1.  

Cohesins 6 and 9 were amplified by the PCR reaction with four synthetic primers
.1-1).  The PCR products were separated and extracted from agarose gels and 

cleaved with SalI and XhoI.  The cleaved fragments were again separated, extracted and 
ligated with SalI-XhoI linearized pETCBDSLH plasmid DNA.  Ampicillin-resistant colonies 
were isolated and their plasmid DNA was subjected to DNA sequencing to verify the 
constructs.  The resulting plasmids were designated pETmini6 and pETmini9 respectively 
(Fig. 2.4.1-2).  

Minicbp
which were partially homologous to the N-terminus of CBD and to the C-termini of 

the cohesin1 (Fig. 2.4.1-1).  Apmlified PCR fragments were subcloned to BamHI-XhoI 
linearized pET22b+ (Fig. 2.4.1-2).  
All the primers were based on the se
Doi et al (2). 
 
 

 

BamH I+Xho I +CIP

7.2kb
pET22mini1

La
c 

I 

ori

Am
p

BamH I 

Xho I 

minicbp1

C-t histag

MCS

Mini-CbpA1 PCR product
BamH I+Xho I

Sal I+Xho I +CIP

Cohesin 6 and 9 PCR product
Sal I+Xho I

Inserts 

7.1kb
pET22mini9

La
c 

I 

ori

Am
p

BamH I 

Xho I 

minicbp9

C-t histag

MCS
Sal I 

7.1kb
pET22mini6

La
c 

I 

ori

Am
p

BamH I 

Xho I 

minicbp6

C-t histag

MCS
Sal I 

Fig. 2.4.1-2  Plasmids used in these studies.   

pET22mini56 VectorspET22b(+)
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④ Expression and Purification of recombinant constructs 
Tmini9 were grown in 1 L of LB 

medium

⑤ SDS-PAGE and Western blotting  
acrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was 

perform

 

 Interaction western blotting 
n blotting technique developed in our laboratory (15) was 

used to 

) Results and Discussion 
urification of MinicbpAs 

 domain 6 and other cohesin domains 
of CbpA

 

ferent kinds of expression plasmids were 
construc

E. coli BL21(DE3) harboring pETmini1, pETmini6 and pE
 at 37°C to an optical density at 600 nm of 0.8.  Isopropyl-D-thiogalactoside was 

then added to a final concentration of 0.4 mM, and the culture was grown at 37 °C for 3 h.  
After collection of E. coli cells by centrifugation, the periplasmic proteins were extracted into 
100 ml of lysis buffer by sonication.  A 100 mL aliquot of the supernatant was applied to an 
Ni-NTA agarose column (Qiagen) and eluted with 250 mM imidazole in 50 mM Tris-HCl 
buffer (pH 7.0). Eluted enzyme solutions were then dialyzed into 50mM Tris-Hcl (pH 7.0) 
and concentrated using Centricon.  

 

Sodium dodecyl sulfate-poly
ed on a 10% polyacrylamide gel by the method of Laemmli.  After electrophoresis, 

the gel was stained with Coomassie brilliant blue R.  Low range-molecular-weight SDS-
PAGE standards (Bio-Rad) were used.  For Western blot (immunoblot) analysis, the 
PhastGel system (Pharmacia) was used.  Western blot analysis was performed by using an 
anti-SLH1 antiserum (diluted 1:3,000) and a secondary antibody, alkaline phosphatase-
conjugated goat anti-rabbit immunoglobulin G (diluted 1:3,000) (Bio-Rad). 
Immunodetection was performed with the Western Detection Kit (Bio-Rad) following the 
manufacturer’s instructions. 
 
⑥

The interaction Wester
illustrate the interaction between the cohesins and the enzymes.  In this technique, 

purified ManA and XynA were first subjected to SDS-PAGE, transferred to a nitrocellulose 
membrane, washed with blocking buffer (3%gelatin in TBS), washed with washing buffer 
(0.05% Tween 20 in TBS), and then treated with washing buffer containing 16 nM of 
MinicbpAs for 2 h.  The membranes were then washed with TBS and treated with washing 
buffer containing 1% gelatin and anti-SLH1.  Signals were detected by using a secondary 
antibody (goat anti-rabbit immunoglobulin G conjugated with alkaline phosphatase).  
 
(4
① Cloning, expression and p

The interal degree of identity between cohesin
 was determined (Fig. 2.4.1-1). Nine C. cellulovorans cohesins have lower sequence 

similarity to Coh6 ranges from 40 to 95%.  Cohesin 6 is 65% identical to cohesin 1. 
Cohesin 9, which possesses only 42% identity to cohesin 6, is the most divergent.  Since the 
degree of identity between cohesins 1, 6 and 9 drops to 60%~40%, it was of interest to 
compare the recognition pattern of the formation of the complex with cellulosomal subunits 
of these three cohesin domains.   

For the production of MinicbpAs, three dif
ted and they were named as pETmini1, pETmini6 and pETmini9.  To estimate the 
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levels of expression for each clone, the cells were sonicated, the soluble fraction of each 
extract was  
introduced to a Ni-NTA resin, and the adsorbed material was analyzed by SDS-PAGE and 

 Interaction of recombinant minicbpAs with cellulosomal subunits 
he binding of cellulosomal enzymes to cohesins was tested by using ManA and 

has very high level of 
amino ac

 

Western blotting.  The final amount of purified MinicbpAs obtained for each clone was 
approximately 1 mg per liter of culture.  The SDS-PAGE and Western blotting profile of the 
MinicbpAs are shown in Fig. 2.4.1-3.  

 

(A) (B)

 

250
148

98

64

50

36

A         B       C       D   

Fig. 2.4.1-3 (A) Coomassie blue staining of SDS-PAGE gel of ManA and MinicbpAs. 
A : Purified ManA (90,000 Da ~ 1.2 mg/ml) B: MinicbpA1 (42,7000 Da ~ 1.2mg/ml)
C: MinicbpA 6 (43,600 Da ~ 1.0 mg/ml) D: MinicbpA9 (43,300 Da ~ 0.82 mg/ml)
(B) Western Blotting of MinicbpAs. 
B and B’ : MinicbpA 1 (Crude extract and Purified protein ) 
C and C’ : MinicbpA 6 (Crude extract and Purified protein)
D and D’ : MinicbpA 9 (Crude extract and Purified protein)

B      B’ C     C’ D      D’

②

T
XynA as well as MinicbpA1, MinicbpA6 and MinicbpA9.  Coh 6 

id sequence similarity to Coh3, Coh4, Coh5, Coh7, and Coh8 (2,17).  It has a lower 
level of sequence similarity to Coh1, Coh2, and Coh9.  Thus, our choice of using Coh6 was 
based on it being highly similar to most of the Coh subunits of CbpA.  Coh1 and Coh9 were 
chosen because they have only 60% and 40% amino acid sequence similarity, respectively, to 
Coh6 and because differences in binding ability of these three Cohs might be observed. 
Figure 2.4.1-4 shows the binding properties of MinicbpAs to cellulosomal subunits such as 
ManA and XynA.  The interaction western blotting technique was used to illustrate the 
interaction between the cohesins and the enzymes.  In the case of ManA, MinicbpA1 was 
bound strongly by ManA, MinicbpA6 was weaker than the MinicbpA1 and the MinicbpA9 
shows the weakest binding by ManA.  However, In the case of XynA, all of the MinicbpAs 
(MinicbpA1, 6 and 9) appear to interact with XynA equally well.  When we used 
MinicbpA12 and MinicbpA56, which have two cohesins, for the binding assay, MinicbpA12 
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ManA 

ManA (16 µM)
Probe: anti-ManA

Fig. 2.4.1-4  Recognition of cellulosomal subunits by MinicbpAs.  
(A) Interaction western blotting control of ManA using anti-ManA as a probe. 
(B) Target Protein : ManA (16 µM) , MinicbpA (10 nM), Probe : anti-SLH1
(C) Target Protein : XynA (20 µM ), MinicbpA (10 nM), Probe : anti-SLH1  

(A) (B) M1 M6      M9          M12      M56

ManA

(C) M1 M6       M9       M12      M56

XynA

and MinicbpA56 was bound strongly well by ManA about twice as much as MinicbpAs with a 
single cohesin.  XynA bound equally well with MinicbpAs with single and double cohesins.  
These results indicate the different cohesins may function differently during the assembly 
process of the C. cellulovorans cellulosome, with some cohesins binding certain enzymatic 
subunits more efficiently than others.  Perhaps cohesins will bind other untested 
cellulosomal enzymes with different patterns.  Further experimentation with various 
cellulosomal enzymes should answer the many questions remaining concerning the cohesin-
dockerin interaction. 
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2.4.2  Effects of minicellulosomes containing XynA, EngM and noncellulosomal  
enzyme, ArfA on the degradation of corn fiber 

 

(1) Abstract 
Clostridium cellulovorans, an anaerobic bacterium, degrades native substrates efficiently 

by producing an extracellular enzyme complex called the cellulosome.  All cellulosomal 
enzyme subunits contain dockerin domains that can bind to hydrophobic domains termed 
cohesins which are repeated nine times in CbpA, the non-enzymatic scaffolding protein of 
cellulosomes.  In this study, we determined the synergistic effects of mini-cellulosomes 
containing XynA, EngM and non-cellulosomal enzyme, ArfA on the degradation of corn fiber, 
a natural substrate comprised mainly of xylan, arabinan and cellulose.  When mini-
cellulosomes were constructed from the cellulosomal enzymes and mini-CbpA, higher 
activity was observed than that for the enzymes alone.  Synergistic effects on corn fiber 
were observed when XynA and EngM were assembled either with the miniCbpA1&2 
(cohesins 1 and 2 of CbpA) or with the miniCbpA5&6 (cohesins 5 and 6 of CbpA).  
Moreover the mixture of mini-cellulosomes containing EngM, XynA and ArfA and 
miniCbpA5&6 showed higher activity than mini-cellulosomes containing the same enzymes 
and miniCbpA1&2. These results indicate that synergism can be obtained by combinations of 
mini-cellulosomes and suggest that the cohesins of miniCbpA5&6 have higher specificity and 
binding ability for dockerins than the cohesins present in miniCbpA1&2. The degradation of 
cellulose/arabinoxylan by XynA and ArfA was influenced more strongly than those of corn 
fiber resulting in a 2.6-fold and 1.4-fold increase in synergy, respectively. We also found 
synergistic effects both in simultaneous and sequential reactions with ArfA and XynA 

 
(2) Introduction 

The enzymatic saccharification of native, crystalline cellulose is potentially of great economic 
importance with a view to biotechnological applications such as treatment of cellulosic wastes and 
conversion of cellulosic substrates into solvents and fuels. However, the enzymatic 
saccharification is not yet cost effective. This process is difficult because it involves a set of 
cooperative enzymes which have to hydrolyze a substrate with a heterogeneous structure. Only by 
synchronous cooperation of enzymes with different modes of activity in a synergistic arrangement 
can this recalcitrant substrate be effectively and completely decomposed (1).To solve these 
problems cellulolytic anaerobic bacteria have developed a defined arrangement of enzymes along 
a non-catalytic scaffolding protein. The cellulosome (9, 11), this large multienzyme complex, 
contains various cellulase components which differ in their modes of action (4). In Clostridium 
cellulovorans, this scaffolding protein called CbpA contains nine reiterated domains (12, 13) 
which act as receptors recognized by the dockerin domains of the catalytic subunits. The bacterial 
cellulase systems investigated so far include a variety of non-processive endo-β-1,4-glucanases 
producing new ends at random within a polysaccharide chain, and processive cellulases (exo-β-
1,4-glucanases) which remain attached to one end of the substrate and split off cellobiose 
(cellobiohydrolases) or multimers of cellobiose (processive endocellulases). β-1,4-glucanases 
with different modes of action work synergistically to effectively degrade crystalline 
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substrate.The determination of synergistic effects on cellulose and hemicelluloses between 
cellulases and hemicellulases should help to understand the cellulolytic mechanism and to know 
how to improve the efficiency of cellulosomes which will be used for biomass conversion. 

In this study, we determined the synergistic effects of mini-cellulosomes containing xylanase 
A (XynA), endoglucase M (EngM) and non-cellulosomal enzyme, arabinosidase A (ArfA) on the 
degradation of corn fiber. Corn is a potential substrate for biomass conversion to obtain 
fermentable sugars. Arabinoxylans are known to be major hemicelluloses (5). Therefore, cleavage 
of xylan cross-linkage is considered to be one of the key reactions to degrade corn fiber. So, we 
used xylanase, arabinosidase and cellulase to do this study. 
 
(3) MATERIALS AND METHODS 
① Bacterial strains and media 

Cultures of C. cellulovorans ATCC 35296 were grown anaerobically at 37ºC in round-
bottom flasks (13, 14). Escherichia coli BL21 (DE3) (Novagen) was used as an expression 
system for mini-CbpA, xylanase (XynA) and arabinosidase (ArfA) production with pET22b 
and pEXynA29 and pET29-ArfA (7, 8, 10). E.coli TOP10 (Invitrogen) was used as an 
expression host for endoglucanase L (EngL) and endoglucanase M (EngM) production with 
pBAD/Thio-EngL and pBAD/Thio-EngM. Recombinant strains were cultivated in Luria-
Bertani (LB) medium supplemented with ampicillin (100 µg/ml) or kanamycin (50 µg/ml). 
 
② Plasmid construction for mini-CbpA, EngL, EngM, ArfA, XynA 

The xynA gene and the arfA gene were amplified by PCR and inserted into pET29 and 
pET29b respectively as described previously (7, 8). The construction of pET22b-miniCbpA 
was described previously (10). EngM and EngL were expressed by using the pBAD/Thio 
vector (Invitrogen). For the construction of EngL and EngM production vectors, the engL 
gene and engM gene were amplified by PCR with genomic DNA from C. cellulovorans as a 
template with primer engL Forward (GCACCTAAATTTGACTATTCTG ATGC), engL 
Reverse (ACCAAGAAGTAACTTTTTAAGAAGTGC), engM Forward (AGTGCA 
GCAACGAATTTTGATTAC), engM Reverse (TGCAAGCAGTTGTTTCTTTAAT). The 
fragment obtained was cloned directly into the pBAD/Thio vector by TA cloning to generate 
pBAD/Thio-EngL and pBAD/Thio-EngM. 
 

③ Expression of recombinant proteins 
For production of recombinant mini-CbpA, ArfA, XynA, E. coli BL21 (DE3) harboring 

pET22b-miniCbpA, pET29-ArfA and pEXynA29 was grown and recombinant proteins were 
induced by adding isopropyl-β-D-thiogalactoside as an inducer (IPTG). The E. coli were 
grown in 1 liter of medium at 37°C to a density at 600 nm of 0.6 and IPTG was added to a 
final concentration of 1 mM. Then, the culture was grown at 30°C for 5 h for production of 
the recombinant EngL and EngM, E. coli TOP 10 harboring pBAD/Thio-EngL or pBAD/Thio-
EngM were grown and recombinant proteins were induced by adding L-arabinose as an 
inducer. The E. coli cells were grown in 1 liter of medium at 37°C to a density at 600 nm of 
0.6. After the culture broth was cooled on ice for 30 min, L-arabinose was added to a final 
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concentration of 0.6%. Then, the culture was grown at 18°C for 18 h 
 
④ Purification of recombinant proteins. 

The recombinant mini-CbpA, ArfA, XynA, EngL and EngM were purified in the same 
manner as follows. After the E. coli cells grown as described above were collected by 
centrifugation, the cells were resuspended in 50 ml of the lysis buffer (50 mM NaH2PO4, 300 
mM NaCl, 10 mM imidazole, 1 mg of lysozyme/ml, pH 8.0). The solution was incubated on 
ice for 30 min, and then sonicated by using a sonicator equipped with a microtip. After 
centrifugation, the extracted solution was applied to 4 ml of nickel-nitrilotriacetic acid 
agarose resin (QIAGEN), and the proteins bound to the resin were purified and pooled. The 
pooled solution was desalted and concentrated into 1 ml of Tris-HCl buffer (pH 8.0) by use of 
the Ultrafree 10-kDa membrane (Millipore).  
 
⑤ Protein concentration 

Protein was measured by using the method of Bradford (2) with the protein assay kit 
from Bio-Rad with bovine serum albumin as a standard. The molar amount of each 
recombinant protein was calculated by use of the theoretical molecular weight of each protein. 
 
⑥ Assembly of recombinant cellulosomes 

The purified mini-CbpA and the recombinant cellulosomal subunits were mixed in the 
ratio 1:2 respectively in 100 ml of binding buffer (25 mm sodium acetic buffer [pH 6.0], 15 
mM CaCl2) and kept for 2 h at 4°C. The assembly of mini-CbpA and cellulosomal subunits 
was confirmed by native PAGE analysis. 

 
⑦ Substrates 

The powder of the water –insoluble fraction of corn stem fiber was supplied by Meiji 
Seika kaisha, Ltd. The cellulose/arabinoxylan (CAX) and the corn fiber were provided by 
David B. Johnston of the U.S Department of Agriculture (5). 
 
⑧ Enzyme assays 

Enzyme activity was assayed in the presence of 0.5 % (wt/vol) concentration of each 
polysaccharide at 37°C in 50 mM acetate buffer (pH 6.0). Enzyme concentration was 0.5 µM. 
Samples (500 µl) were collected at appropriate time and immediately mixed with 500 µl 
chilled 0.38 M sodium carbonate containing 1.8 mM cupric sulfate and 0.2 M glycine. The 
reducing power was determined by reductometry with the Dygert method (6). All experiments 
were repeated three times. 
 
(4) RESULTS AND DISCUSSION 
① Purification. 
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TABLE 2.4.2-1 Synergistic effects between hemicellulases on different substrates

Substrate ArfA XynA ArfA+XynA Synergya

(µM) (µM) (µM)

CAX (cellulose/arabinoxylan)b 12 16 72.9 2.6

Corn stem fiberc 13.9 50 90.6 1.4

Corn fiber (coarse+fine fiber)b 3.06 5.1 19 2.3

aSynergy is the ratio of measured to theoretical activity.
bCAX and corn fiber were prepared as described (5).
cCorn stem fiber was prepared as described previously (10).
 

Fig. 2.4.2-1 Time course of CAX degradation by mixture of XynA and ArfA. CAX (0.5%) was
degraded by 0.5 µM of each enzyme at 37°C 
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Fig. 2.4.2-1 Time course of CAX degradation by mixture of XynA and ArfA. CAX (0.5%) was
degraded by 0.5 µM of each enzyme at 37°C 
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When the induction of the expression of EngL and EngM was performed at 37°C, 

cytoplasmic inclusion bodies were formed. We optimized the induction of the expression of 
EngL and EngM  
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TABLE 2.4.2-2 Sequential reactions against corn stem fiber by ArfA and XynAa

Added enzymes
Liberated reducing Synergyc

In first reaction In second reaction Sugar (µM)b

(time of reaction) (time of reaction)

ArfA (5 h) XynA (15 h) 42.2 0.9

XynA (5 h) ArfA (15 h) 57.7 0.9

ArfA (10 h) XynA (10 h) 55.7 0.9

XynA (10 h) ArfA (10 h) 99.8 1.5

Control reactions

XynA + ArfA (20 h) No enzymes 90.8 1.3

No enzymes ArfA (5 h) 13.3

No enzymes ArfA (10 h) 13.6

No enzymes ArfA (15 h) 13.4

No enzymes ArfA (20 h) 14.05

No enzymes XynA (5 h) 42.6

No enzymes XynA (10 h) 50.4

No enzymes XynA (15 h) 48.2

No enzymes XynA (20 h) 52.7

aCorn stem fiber (0.5%) was degraded by 0.5 µM of each enzyme at 37°C. The second enzyme was
added immediately after the end of the incubation period of the first reaction.
bThe values are the average of three determinations.
cSynergy is the ratio of measured to theoretical activity.
 
from pBAD in order to produce a soluble enzyme. The optimized conditions are described in 
“Materials and Methods”. In short, the culture was incubated at 37°C to a density at 600 nm 
of 0.6. Induction was performed by adding 0.6% (wt/vol) of L-arabinose and incubating the 
culture for 18 h at 18°C. EngL and EngM were purified from the crude extract supernatant by 
nickel affinity chromatography on a Ni-NTA column. SDS-PAGE analysis showed one band 
in for each recombinant protein. 
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TABLE 2.4.2-3 Sequential reactions against cellulose/arabinoxylan (CAX) by ArfA and XynAa

Added enzymes
Liberated reducing Synergy c

In first reaction In second reaction sugar ( µM) b

(time of reaction) (time of reaction)

ArfA (15 h) XynA (5 h) 52.2 2.5

XynA (15 h) ArfA (5 h) 54.9 3

Control reactions

XynA + ArfA (20 h) No enzymes 68.3 2.4

No enzymes ArfA (5 h) 2.7

No enzymes ArfA (15 h) 6.6

No enzymes ArfA (20h) 12

No enzymes XynA (5 h) 11.2

No enzymes XynA (15 h) 12

No enzymes XynA (20 h) 15.7

a CAX (0.5%) was degraded by 0.5 µ M of each enzyme at 37 ℃. The second enzyme was
added immediately after the end of the incubation period of the first reaction.
b The values are the average of three determinations
c Synergy is the ratio of measured to theoretical activity.
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XynA (15 h) ArfA (5 h) 54.9 3
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XynA + ArfA (20 h) No enzymes 68.3 2.4

No enzymes ArfA (5 h) 2.7

No enzymes ArfA (15 h) 6.6

No enzymes ArfA (20h) 12

No enzymes XynA (5 h) 11.2

No enzymes XynA (15 h) 12

No enzymes XynA (20 h) 15.7

a CAX (0.5%) was degraded by 0.5 µ M of each enzyme at 37 ℃. The second enzyme was
added immediately after the end of the incubation period of the first reaction.
b The values are the average of three determinations
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② Synergistic effect between hemicellulases on different substrates 

In corn fiber, which is a potential substrate for biomass conversion, arabinoxylans are 
known to be the major hemicelluloses (5). The synergistic effects between arabinosidases, 
ArfA and xylanase, XynA were determined by using different hemicelluloses 
(cellulose/arabinoxylan [CAX] containing 68% arabinoxylan (5), corn fiber containing 40% 
arabinoxylan (5) and corn stem fiber containing 20% arabinoxylan (3). When ArfA and XynA 
were incubated with these substrates for 20 h, the amount of reducing sugar released was 
significantly increased compared with that released with ArfA or XynA alone (Table 2.4.2-1). 
The highest synergy degree (2.6-fold) was observed with CAX then on corn fiber (2.3-fold) 
and the lowest synergy with corn stem fiber (1.4-fold). 
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TABLE 2.4.2-4 Degradation activity and synergistic effects between non-cellulosomal subunits and cellulosomal 
subunits on corn stem fiber (0.5%). Three enzymes were mixed at various compositions

Enzyme mixtures µMa Synergyb

ArfA (A)* 13.9

XynA (X)* 50

EngM (M)* 85.4

12.5%A+12.5%X+75%M 245 1.7

12.5%A+75%X+12.5%M 139.9 1.4

75%A+12.5%X+12.5%M 58.2 1.06

25%A+25%X+50%M 129.1 1.1

25%A+50%X+25%M 100.1 1

50%A+25%X+25%M 73.5 0.9

*Each enzyme is at 0.5 µM
aReleased reducing sugars from corn stem fiber (0.5%) under shaking conditions at 37°C for 20 h.
bSynergy = released reducing sugars by a free enzyme mixture/sum of released reducing sugars by the
corresponding enzymes alone.

 
 
③ Time course of CAX degradation. 

To determine the relationship between reaction period and synergy degree, CAX was 
degraded by a mixture of XynA and ArfA for 5, 15 and 20 h. As shown in Fig. 2.4.2-1, the 
synergy degrees increased from 1.13-fold (5 h) to 2.6-fold (20 h), according to the length of 
the reaction period. These results suggested that synergistic effects between XynA and ArfA 
were more effective progressively during substrate degradation. 
 
 
④ Degradation of corn stem fiber and CAX by sequential reaction 

In order to know which enzyme, XynA or ArfA, acts first (or helps more) in the 
degradation of hemicelluloses, we have carried out sequential reactions. Corn stem fiber or 
CAX were treated by either XynA or ArfA for 5, 10 or 15 h in the first reaction. The second 
enzyme was added immediately after the reaction period of the first reaction for an additional 
5, 10 or 15 h. The amount of liberated reducing sugars was then determined (Tables 2.4.2-2 
and 3). The results showed no synergistic effects when the first reaction lasted less than 10 h. 
However there was a synergy degree of 1.5-fold when XynA was the first enzyme for  
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TABLE 2.4.2-5  Synergistic effect against corn stem fiber by Minicellulosome

Free MiniCbpA1&2 MiniCbpA5&6 Synergya

(µM)b (µM)b SFc (µM)b SFc Mini1&2 Mini5&6

EngM (M) 85.4 94 1.1 111 1.3 - -

XynA (X) 50 100.1 2 185 3.7 - -

ArfA (A) 13.9 - - - - - -

M+X+A 170.8 204.5 1.2 222 1.3 1.3 1.4

aSynergy is the ratio of the released reducing sugars by Minicellulosome/released reducing sugars by corresponding
enzymes bound.
bReleased reducing sugars from corn stem fiber (0.5%) at 37°C for 20h. Each enzyme is at 0.5 µM.
cSF= released reducing sugar by Minicellulosome/released reducing sugars by the corresponding free enzymes.
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enzymes bound.
bReleased reducing sugars from corn stem fiber (0.5%) at 37°C for 20h. Each enzyme is at 0.5 µM.
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the initial 10 h reaction period but it was not the case when ArfA was the first enzyme (0.9-
fold) for the degradation of corn stem fiber (Table 2.4.2-2). The synergistic effects increased 
more, whatever the first enzyme, when the first reaction lasted 15 h in the case of CAX 
degradation (Table 2.4.2-3). These results also showed that when XynA is the first enzyme, 
the degree of synergy is higher (3-fold) than when the first enzyme is ArfA (2.5-fold) [Table 
2.4.2-3]. 
 
⑤ Contribution of Mini-CbpA 

The impact of Mini-CbpA on hemicellulases and cellulases was also determined. First, 
we determined the relationships between the three recombinant enzymes ( cellulosomal 
enzymes, XynA and EngM and a non-cellulosomal enzyme, ArfA). The degradation activity 
and synergy degrees of different enzyme mixtures are shown in Table 2.4.2-4. Among the 
various compositions, the mixture, which contained 12.5% of ArfA, 12.5% of XynA and 75% 
of EngM, showed the highest synergy degree (1.7-fold) on corn stem fiber. 

 
When XynA and EngM are assembled either with Mini-CbpA1&2 (cohesins 1 and 2 of 

CbpA) or with Mini-CbpA5&6 (cohesins 5 and 6 of CbpA), the synergistic effects, of 1.3-fold 
and 1.4-fold, were observed on corn stem fiber respectively (Table 2.4.2-5). We also observed 
higher activity when XynA or EngM was assembled with Mini5&6 (1.3-fold and 3.7-fold 
respectively) than when they were assembled with Mini1&2 (1.1-fold and 2-fold, 
respectively). 
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2.4.3 The Regulation of Transcription of Cellulosomal Cellulase and 
Hemicellulase Genes in Clostridium cellulovorans 

 

(1) ABSTRACT 
The regulation of expression of the genes encoding the cellulases and hemicellulases of 

Clostridium cellulovorans was studied at the mRNA level with cells grown under various culture 
conditions.  A basic pattern of gene expression and of relative expression levels was obtained from cells 
grown in media containing poly-, di- or monomeric sugars.  The cbpA gene cluster was transcribed as a 
polycistronic mRNA of 8 kb and 12 kb.  The size of the mRNAs was about 3 kb for engE, 1.8 kb for 
manA, 2.7 kb for xynA and 4 kb for pelA, indicating monocistronic transcription of these genes.  The 
transcriptional start sites of cbpA, engE, manA and hbpA were located 233, 97, 64 and 61 bp 
upstream from the first nucleotide of the translation initiation codon.  Alignment of the cbpA, engE, 
manA and hbpA promoter regions exhibited high similarity to the σA consensus promoter sequence 
of Gram-positive bacteria.  The cellulase (cbpA, hbpA and engE) and hemicellulase (xynA and manA) 
genes were coordinately expressed in medium containing cellobiose or cellulose.  Growth in the presence 
of cellulose, xylan and pectin gave rise to abundant expression of most genes (cbpA-exgS, engH, hbpA, 
manA, engM, engE, xynA and/or pelA) studied.  Moderate expression of cbpA, engH, manA, engE and 
xynA was observed when cellobiose or fructose was used as the carbon source.  Low levels of mRNA 
from cbpA, manA, engE and xynA were observed with cells grown in lactose, mannose and locust bean 
gum, and very little or no expression of cbpA, engH, manA, engE and xynA was detected in glucose-, 
galactose-, maltose-, and sucrose-grown cells.  The cbpA-exgS and engE genes were most frequently 
expressed under all conditions studied, whereas expression of the xynA and pelA were specifically 
induced at higher levels in xylan- or pectin-containing media, respectively.  Expression of the 
operon/genes (cbpA-exgS-engH-engK, manA and engE) was not observed in the presence of glucose, and 
high glucose levels reduced the inducing effect of cellulose. It was also found that most soluble di-
/monosaccharides inhibited expression of the cellulase and hemicellulase genes (i.e. cbpA, hbpA, manA 
and engE).  However, derepression of most cellulase and hemicellulase genes occurred once easily 
metabolized carbon substrates were depleted from the medium. These results support the hypotheses that 
there is coordinate expression of some cellulases and hemicellulases, that glucose catabolite repression 
regulates cellulase expression in rapidly growing cells, and that the presence of hemicelluloses has an 
effect on cellulose utilization by the cell. 
 

 
(2) INTRODUCTION 

The major components of plant cell walls are cellulose, hemicellulose and lignin with 
cellulose being the most abundant component followed by hemicelluloses.  Cellulose consists of 
long polymers of β-1,4-linked glucose units and forms a crystalline structure, whereas the structure 
of hemicelluloses is more variable.  Hemicelluloses include xylan consisting of β-1,4-linked xylose 
units and gluco-mannans consisting of β-1,4-linked glucose and mannose units, and arabinans and 
galactans in which the main chain sugars include arabinose and galactose, respectively.  The 
cellulolytic bacteria produce a set of enzymes which synergistically hydrolyze crystalline cellulose 
and hemicelluloses to smaller oligosaccharides and finally to monosaccharides (12, 13, 23, 25, 26, 
28, 42, 51). 

Clostridium cellulovorans, an anaerobic, mesophilic, and spore-forming bacterium, is one of 
the most efficient cellulolytic organisms (39).  The cellulases and hemicellulases [we will abbreviate 
these terms as (hemi-)cellulases] produced by C. cellulovorans  have been studied extensively.  
Several cellulases (family 5 and 9 endoglucanases and a family 48 exoglucanase), a mannanase, a 
xylanase, and a pectate lyase have been characterized (12, 26, 28, 42).  The genes coding for a 
cluster of cellulosomal subunits have been cloned and sequenced, i.e. the gene cbpA encoding a 
scaffolding protein, the gene exgS encoding exoglucanase (18), the genes engH, engK engM and 
engE encoding endoglucanases, the gene hbpA that codes for a SLH domain and a cohesin (31), and 
the gene manA encoding a mannanase (28).  The genes xynA encoding a xylanase (16) and the gene 
pelA encoding a pectate lyase are not linked to the gene cluster (12, 38, 41), although they are 
cellulosomal enzymes. 

Since plant polysaccharides are the most abundant renewable biomass, cellulolytic 
microorganisms play a very major role in carbon turnover in nature.  It is important to understand 
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how bacteria regulate expression of the various hydrolytic enzymes in order to produce optimal 
enzyme mixtures for the degradation of different plant materials.  Of the C. cellulovorans enzymes, 
expression of the cellulase genes has been studied at the protein level (15, 27, 32).  Only a few 
studies concerning regulation of the (hemi-)cellulases of C. cellulovorans have been carried out (1, 
17).  Regarding the transcription of individual cellulase genes, engB is the only C. cellulovorans 
endoglucanase gene whose mRNA has been characterized (1).  Therefore, many fundamental 
questions still remain to be answered at the transcriptional level, such as whether the expression of 
the different (hemi-)cellulases is coordinately regulated by a shared mechanism and whether a low 
level of constitutive expression of (hemi-)cellulases occurs under all conditions.  Preliminary 
evidence had indicated that constitutive synthesis of cellulosome components occurred when cells 
were grown in the presence of  glucose (32).  Mechanisms of true induction or repression have not 
been studied in depth. 

The object of this study was to carry out a detailed transcriptional analysis (i.e. characterize 
the lengths and the start sites of the transcripts) of the (hemi-)cellulase genes, especially in the cbpA 
cluster, in C. cellulovorans in order to gain some understanding of the expression pattern of the 
genes in this cluster.  We have addressed some of the questions related to (hemi-)cellulase gene 
expression in C. cellulovorans in this paper. 
 
(3) MATERIALS AND METHODS 

Bacterial strain and growth conditions.  C. cellulovorans ATCC 35296 was used as the 
source of genomic DNA and total RNA.  The organism was grown under strictly anaerobic 
conditions at 37°C in round-bottom flasks containing a previously described medium (37, 39), which 
included  either di-/monocistronic (0.5%, wt/vol) or polycistronic (1%, wt/vol) sugars.  Avicel 
(crystalline cellulose) was purchased from FMC Corporation.  Locust bean gum, xylan (birch wood 
or oat spelt) and pectin (apples) were purchased from Sigma. 

Bacterial protein determination.  The determination of cell mass in cultures grown with 
insoluble polysaccharides such as cellulose, locust bean gum, pectin and xylan was based on a 
bacterial-protein estimation as described by Bensadoun and Weinstein (4, 7).  The protein 
concentration was measured by using the BCA Compat-Able Protein Assay kit (Pierce) with bovine 
serum albumin as the standard. 

Nucleic acid isolation.  Chromosomal DNA of C. cellulovorans was isolated by using 
Genomic DNA Purification Kit (Promega) according to the manufacturers’ instructions.  Total RNA 
was extracted from C. cellulovorans broth cultures using Qiagen RNeasy kit (Qiagen) with the 
additional step of treatment with RNAlater solution (Ambion) and RNase-free DNase (Promega) 
according to the manufacturers’ instructions.  

Northern blot analysis.  RNA samples (up to 20 µg) were denatured in RNA sample buffer 
(250 µl of formamide, 83 µl of 37% [wt/vol] formaldehyde, 83 µl of 6x Loading dye (Promega), 50 
µl of 10x MOPS [morpholine propane sulfonic acid] buffer [20 mM MOPS, 5 mM sodium acetate, 1 
mM EDTA [pH 7.0]], 34 µl of distilled water) at 65°C for 10 min and separated through 1% agarose 
gels in MOPS buffer with 17% (vol/vol) formaldehyde.  DNA probes were synthesized by PCR by 
using specific oligonucleotides derived from the C. cellulovorans sequence as a template (Table 
2.4.3-1).  The probes were non-radioactively labeled by random priming using the digoxigenin (DIG) 
High Prime (Roche).  RNA was transferred overnight to a positively charged nylon membrane 
(Roche) by capillary transfer using 20x standard saline/citrate (SSC).  Hybridization was carried out 
for 16-20 h at 50°C in DIG Eazy Hyb buffer solution (Roche).  Washing of the membrane and 
detection of specific transcripts on the blots were carried out by using the DIG luminescent detection 
kit (Roche) and its protocol. 

RNA slot blot analysis.  Total RNAs were diluted into appropriate concentrations with 
water and followed by adding two times the volume of the RNA sample buffer.  After incubation for 
10 min at 65°C to denature the RNA, the samples were applied to a positively charged nylon 
membrane (Roche) by using a Hybri-slot apparatus (Gibco-BRL), and the membrane was baked for 
30 min at 120°C under vacuum.  Filters were hybridized with specific probes as described for the 
Northern blot analyses.   

RT-PCR and Primer extension analysis.  Reverse Transcriptase (RT) reactions were 
performed on total RNA using a commercially available Reverse Transcription system (Promega) 
with slight modifications to the recommended protocol.  RT reactions were performed in a final 
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volume of 20 µl, which contained 5 mM MgCl2, RT buffer (10 mM Tris-HCl [pH 9.0], 50 mM KCl, 
0.1% Triton X-100), 1 mM (each) deoxynucleoside triphosphates, 1 U of Recombinant RNasin 
Ribonuclease Inhibitor, 15 U of avian myeloblastosis virus (AMV) reverse transcriptase, 0.25 µM 
oligonucleotide primer, and 10 µg of substrate RNA.  Reaction mixtures were incubated at 42°C for 
60 min, and reactions were terminated by heating the mixtures at 95°C for 5 min, followed by 
incubation on ice for 5 min.  The cDNA products were then amplified in 25 µl PCR mixtures using 
2.5 µl of the RT reaction mixture as the template. 

Primer Extension reactions were carried out using AMV-RT according to the manufacturer's 
instructions (Promega).  The IRDye700 or IRDye800-labeled oligonucleotides were obtained from 
Li-cor, and were used to determine a transcription start point (Table 2.4.3-1).  The annealing of 1 
pmol of each primer was performed with approximately 10 to 100 µg of total C. cellulovorans RNA.  
 S1 nuclease protection analysis.  The labeled fragments were prepared by PCR 
amplification using the template DNA and reverse oligonucleotide (complementary to the region 
about 100 bp downstream of the 5'-end of the proposed coding region) labeled at the 5'-end by 
IRdye700 or IRdye800 (Li-cor), and unlabeled direct oligonucleotide about 500 bp upstream of the 
5’-end of the proposed coding region (Table 2.4.3-1).  Equal amounts of RNA (50 µg) were 
hybridized with aliquots of the single-stranded labeled DNA probe.  The aliquots of single-stranded 
labeled DNA probe were annealed to mRNA in 50 µl of a hybridization reaction (0.3 M NaCl, 1 mM 
EDTA, 38 mM HEPES pH 7.0, 0.01 % Triton X-100) with 50 µg of total RNA for 18 h at 55°C.  
Hybridization products were digested for 30 min at 37°C by the addition of 50 U of S1 nuclease 
(Invitrogen) and 450 ml of buffer containing 330 mM NaCl, 66 mM sodium acetate (pH 4.6), 2.2 
mM ZnSO4, and 0.01% Triton X-100.  S1 nuclease digestions were terminated by adding 30 µl of 
stop mixture (2.5 M sodium acetate, 40 mM EDTA, 3 µg tRNA).  
 Nonradioactive determination of the transcription start point.  The primer extension 
reaction and S1 nuclease digestion products were ethanol precipitated and analyzed on a 4% 
polyacrylamide sequencing gel running on a Li-cor model 4200L DNA sequencer (Li-cor) as 
instructed by the manufacturer.  The length of each of the loading samples was determined by 
running sequence reactions with the same primers on the same gel.  The sequencing reactions were 
performed with the SequiTherm cycle sequencing kit for Li-cor (Epicentre) using a thermocycler. 
 
(4) RESULTS 

Transcriptional analysis of the cellulase gene cluster.  The tandem organization of the 
(hemi-)cellulase genes in the cbpA gene cluster (Fig. 2.4.3-1A) allowed us to predict that the genes 
would be transcribed as mono- or polycistronic mRNAs.  To examine this prediction and to find the 
lengths of the transcripts, the biosynthesis of mRNA under various conditions was measured by 
Northern hybridization and RT-PCR analyses.  We isolated total RNA from C. cellulovorans cells 
grown in media containing cellulose, cellobiose, locust bean gum, pectin or xylan as the sole energy 
source.  Although usually the same concentration of RNA was used for comparative purposes in 
these experiments, the equal labeling of probes was problematic, since the primer sequences were 
different and therefore the labeling of the probes was not identical.  These experiments primarily 
demonstrated the size of the transcripts and the relative location of the genes. 

In Northern blot analyses, membranes containing RNA were hybridized with intragenic 
probes derived from the (hemi-)cellulase genes.  In these experiments we used the same amount of 
RNA during the tests for comparative purposes.  With the cbpA or exgS probes, a prominent band 
corresponding to an 8 kb transcript was detected (Fig. 2.4.3-1B, lanes 1 and 2).  Also a weak 
additional hybridizing band 12 kb in length was detected under all conditions. The levels of both the 
8 kb and 12 kb transcripts were enhanced when cellulose (Avicel) was included in the medium (Fig. 
2.4.3-1B, lanes 1 and 2).  In addition, the 12 kb transcript was detected when total RNA was 
hybridized with an engH internal probe (Fig. 2.4.3-1B, lane 3).  The prominent shorter 8 kb band 
may represent mRNA processing of the full-length 12 kb cbpA-exgS-engH-engK transcript and not 
an independent transcript, since no transcription termination signal was evident  No additional 
promoters could be detected downstream of the cbpA, exgS and engH promoter regions (see next 
section).   

To determine whether 12 kb RNA processing occurred, RNAs prepared at different time 
points after the addition of rifampicin were analyzed by Northern hybridization.  If processing 
occurred following the termination of transcription by addition of rifampicin, then the amount of the 
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12 kb transcript should decrease, and the amount of the 8 kb transcript should increase over time.  
However, both the 8 kb and 12 kb transcripts decreased together after the addition of rifampicin (Fig. 
2.4.3-2).  This indicated strongly that the 8 kb transcript was not a processed product of the longer 
12 kb message and that transcription termination could yield either an 8 kb product or a longer run-
through product of 12 kb.  The 8 kb mRNA was large enough to code for CbpA and ExgS.  The 12 
kb mRNA coded for CbpA, ExgS, EngH, and EngK (see Summary of these results in Fig. 2.4.3-6). 

The RT-PCR analysis was also performed using primers EngH-S1MP-R and EngH-DIG-R 
(Table 2.4.3-1), which were specific for identifying the putative exgS-engH transcript.  The mRNA 
products from the RT-PCR analysis were found 112 nt and 1,044 nt downstream of the engH start 
codon, respectively (Figs. 2.4.3-3A and 3B).  The RT-dependent products indicated that the exgS 
and engH genes were transcriptionally coupled (Fig. 2.4.3-3B, lanes 1 and 2).  The amplified 
products were similar to that seen in the control reaction using chromosomal DNA as a template 
with the same PCR primers.  A negative control using the RNA that was not reverse-transcribed was 
included to ensure that there was no contaminating DNA present in the RNA preparation (data not 
shown).  These results summarized in Fig. 2.4.3-3A suggested that the cbpA and exgS genes were in 
an operon and that the transcription of this operon could continue through engH to the engK gene 
(see summary in Fig. 2.4.3-6).   

Probes that consisted of the regions of hbpA and engM hybridized to 6.0 and 2.7 kb mRNA 
species, respectively, (Fig. 2.4.3-1B, lanes 4 and 6).  However, it was difficult by Northern blot 
analyses to probe  for the hbpA and engM genes, since the apparent low level of transcription of 
these genes was sometimes below the level of detection by the Northern blot assay and/or the RNA 
transcripts were unstable.  Therefore, the alternative method of RT-PCR analysis was performed 
using specific primers such as HbpA-S1MP-R and EngM-S1MP-R for the detection of the putative 
hbpA and engM transcripts.   

The resultant cDNA molecules were then amplified using PCR with primers HbpA-S1MP-
F2 and HbpA-S1MP-R, which produced a product of 560 bp (Fig. 2.4.3-3B, lane 3).  With primers 
HbpA-DIG-F and HbpA-DIG-R, the cDNA molecules were also amplified and produced a product 
of 648 bp (Fig. 2.4.3-3B, lane 4).  The oligonucleotide HbpA-S1MP-F2 binds within engK, 498 bp 
upstream of the hbpA start codon (Fig. 2.4.3-3A, lane 3).  These RT-dependent PCR products were 
observed, indicating that the engK and hbpA genes were linked (see summary in Fig. 2.4.3-6).  To 
determine whether a promoter was present upstream of the hbpA gene, primer extension analysis 
was carried out on RNA from cellulose and cellobiose cultures using primer HbpA-S1MP-R, which 
was complementary to a region 62 nt downstream of the initiation codon of hbpA.  Contrary to the 
RT-PCR results, a transcriptional start point was detected (see more details in the next section).  
These results indicated that the engK and hbpA genes formed an operon with a promoter in front of 
the engK gene as well as an internal promoter proximal to the hbpA gene (see summary in Fig. 2.4.3-
6).   

In confirmation of the Northern blot analysis (Fig. 2.4.3-1B, lane 6), RT-PCR detected the 
engM transcripts (Fig. 2.4.3-3B, lane 6).  Upon analysis of the upstream region of EngM by RT-PCR, 
no cDNA products were detected (Fig. 2.4.3-3B, lane 5).  This suggested that engM was transcribed 
as a monocistronic gene. 

Northern hybridizations of the RNA with a manA probe showed a single transcript of 1.8 kb 
(Fig. 2.4.3-1B, lane 5).  This mRNA was in good agreement with the size of the manA gene (1,275 
nt) and indicated that manA was a monocistronic gene within the cbpA gene cluster. 

Transcriptional analysis of cellulosomal genes unlinked to the cbpA cluster.  
Transcriptional analyses were carried out with cellulosomal genes that were not linked with the cbpA 
gene cluster.  This included engE, xynA and pelA.  The results of Northern analysis with an 
intragenic probe derived from engE showed that engE formed a transcript of about 3 kb under all 
conditions (Fig. 2.4.3-1B, lane 7).  This mRNA size was in good agreement with the size of the engE 
gene (3039 nt) and indicated that engE was a monocistronic gene.  

The transcript which included the xynA gene was 2.7 kb in length and was found to be 
expressed constitutively (Fig. 2.4.3-1B, lane 8).  Two additional hybridizing bands 2.3 and 1.6 kb in 
length for xynA were also detected.  These shorter bands probably represented mRNA processing of 
the full-length xynA transcript or transcription termination events (i.e. putative terminators were 
found downstream of xynA at 1,693 nt and 2,335 nt), since no cDNA could be detected upstream of 
the xynA region (Fig. 2.4.3-3B, lane 7); in addition, xynA mRNA could be detected with an internal 
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probe (Fig. 2.4.3-3B, lane 8).  The 1.6 kb mRNA corresponded well in size with the xynA gene 
(1,560 nt) (Fig. 2.4.3-1B, lane 8).   

When C. cellulovorans was grown with pectin as a carbon source, a unique transcript of 
about 4 kb was detected with a probe internal to the pelA gene (Fig. 2.4.3-1B, lane 9).  The longest 
size of the transcript (4 kb) indicated that it may be part of an operon, because the size of the pelA 
gene is 2,745 kb.   

Determination of transcription start points and promoters for cellulase genes.  In order 
to localize the promoters, the transcription start sites of selected cellulase genes were determined by 
primer extension analysis and high-resolution S1 nuclease protection analysis.  Our initial studies 
focused on the promoter location for cbpA, the first gene in the cbpA gene cluster.  An 866-bp PCR 
fragment (CbpA-S1MP-F/CbpA-S1MP-R1) was generated for use as a probe with 512 bp 
complementary to the upstream and potential promoter region of cbpA.  This probe was annealed to 
total RNA isolated from C. cellulovorans, cultivated with cellulose or cellobiose as the sole carbon 
source.  One clear signal in position bp -233, relative to the cbpA start codon, was obtained by both 
S1 nuclease protection analysis and primer extension analysis (Fig. 2.4.3-4).  In addition, this 
transcription start point was confirmed by S1 nuclease protection analysis and primer extension 
analysis using two additional oligonucleotides (CbpA-S1MP-F/CbpA-S1MP-R2 and CbpA-S1MP-
F/CbpA-S1MP-R3) (Fig. 2.4.3-5).  The cbpA mRNA start point suggested a putative promoter 
region, TAAAAA (N)17 TATTAT, with high similarity to the σA consensus promoter sequences of 
Gram-negative (σ70) and -positive bacteria (σA) (Table 2.4.3-2).  The relatively long leader sequence 
for the cbpA operon suggests that some type of control may be exerted during translation of his 
operon.  Similar experiments were carried out with cellulosomal genes engH, hbpA, manA, engM, 
engE, and xynA (data not shown).  The results are summarized in Fig 2.4.3-6. 

The transcript of manA was initiated at a guanine residue 64 bp upstream of the translational 
start site.  Two major transcription start sites, corresponding to positions 61 (more intense band) and 
63 bp upstream of the hbpA start codon, respectively, were detected indicating that hbpA could be 
transcribed independently of engK.  The engE transcriptional start point was detected at a single 
guanine, which was located 97 bases upstream of the ATG start codon.   

The results in Figs. 2.4.3-4 and 5 typify the results obtained for the cbpA promoter and 
similar results were obtained for all the genes analyzed.  The results for the other genes are 
summarized in Fig. 2.4.3-6 and Table 2.4.3-2. 

Comparison of the promoter sequences.  The C. cellulovorans promoter sequences, at -10 
(5′-TAGAAA-3′) and at -35 (5′-TATAAT-3),  present in  the transcription start sites of the gene 
cluster in C. cellulovorans, are homologous to elements recognized by Bacillus subtilis (σA) and 
Escherichia coli (σ70) RNA polymerases (49) (Table 2.4.3-2). However, when primer extension and 
S1 nuclease analyses were performed to determine the presence of engH, engM and xynA promoters, 
none could be detected by both types of analyses.  Hybridizing bands by Northern blot analysis were 
observed irregularly for both the engM and xynA probes (data not shown), suggesting that the RNA 
transcripts were unstable or present in very low amounts.  Although primer extension and S1 
nuclease analyses did not detect a transcript start point, RT-PCR analysis indicated that both the 
engM (Fig. 2.4.3-3B, lanes 5 and 6) and xynA (Fig. 2.4.3-3B, lanes 7 and 8) genes were transcribed 
from promoters adjacent to their 5΄ ends. 

Relative expression levels of (hemi-)cellulase genes at different growth phases.  To 
determine whether the (hemi-)cellulase genes are regulated coordinately, changes in the expression 
level of several (hemi-)cellulase genes were monitored during the cultivation of C. cellulovorans on 
either cellulose or cellobiose as the sole carbon source.  RNA was prepared from the culture at 
different stages of growth.  The RNA was subjected to RT-PCR, RNA slot blot, and Northern blot 
analyses using primers that were specific to the cbpA, hbpA, manA, engE and xynA genes.  These 
genes represent the largest cellulase gene cluster (cbpA, hbpA and manA) (44), one of the major 
subunit genes (engE) (37, 43), and one of the hemicellulase genes (xynA) (28).   

Electrophoresis of the RT-PCR products demonstrated that the levels of cbpA, engE and 
xynA mRNAs of cells grown on cellobiose increased simultaneously from early to middle 
exponential phase, and dramatically decreased during the early stationary phase when the cells were 
grown on cellobiose (Fig. 2.4.3-7A and 7B).  A more quantitative measure of the level of cbpA 
mRNA, using a DIG-labeled cbpA probe and RNA isolated at different times during cell growth, 
was obtained by RNA slot blot analysis (Fig. 2.4.3-7C).  The intensities of the bands were a close 
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approximation of their relative abundance.  Like the RT-PCR results, cells contained high levels of 
cbpA mRNA during most of the exponential growth phase with the level being the highest at the 
middle of the exponential phase.  The cbpA mRNA level decreased rapidly when the cells reached 
the end of the exponential growth phase (Figs. 2.4.3-7A and 7C).  Cellobiose clearly induced the 
expression of the (hemi-)cellulase genes after a rather short lag period.  Reduced expression was 
observed at a later stage of growth  

In addition, a similar analysis with Northern blots of cultures grown on 1% cellulose 
showed the highest expression of cbpA, hbpA, manA and engE at the middle of the exponential phase 
(48 h) (Fig. 2.4.3-8).  Thereafter, the expression decreased markedly as the cells entered stationary 
phase (72 h).  After further incubation (96 h), the transcripts were hardly detectable, although some 
manA expression persisted into the stationary phase.  Furthermore, when cultured on pectin and 
xylan, the (hemi-)cellulase genes were strongly transcribed in mid-log phase (data not shown).  The 
close correlation between the time course of transcription of cbpA, hbpA, engE, manA and xynA 
supports the idea that cellulase and hemicellulase genes are produced together for plant cell wall 
degradation. 

Induction of (hemi-)cellulase genes in response to di- or monomeric sugars.  To 
determine whether carbon sources activate (hemi-)cellulase gene transcription, C. cellulovorans cells 
were grown to exponential phase in the medium containing either 0.5% monosaccharide (fructose, 
glucose, mannose and galactose), 0.5% disaccharide (lactose, maltose and sucrose) or 1% 
polysaccharide (cellulose, locust bean gum, pectin and xylan) as the sole carbon source.  RT-PCR 
analysis was performed using various primer pairs specific for the cbpA, engH, manA, engE, and 
xynA transcripts, respectively.  To ensure that the resulting PCR products were amplified from 
cDNA instead of contaminating chromosomal DNA, control experiments were performed in which 
reverse transcriptase was omitted.  In these controls, no PCR fragments were detected (data not 
shown).  RT-PCR, with RNA from fructose-, lactose-, mannose- and cellulose-grown cells, revealed 
very similar patterns with all (hemi-)cellulase mRNAs tested (Fig. 2.4.3-9).  Fructose and lactose 
moderately induced expression of cbpA, engH, manA, engE and xynA (Fig. 2.4.3-9, lanes 2 and 5), 
while mannose weakly induced cellulase gene transcription (Fig. 2.4.3-9, lane 4).  When cellulose 
was in the medium as a positive control, all genes (cbpA, engH, manA, engE and xynA) were clearly 
expressed (Fig. 2.4.3-9, lane 8).  No cDNA (cbpA, engH, manA, engE and xynA) was synthesized 
with RNA isolated from glucose, galactose, maltose and sucrose grown cells. 

Induction of (hemi-)cellulase genes in response to polymeric sugars.  The media used to 
produce cellulosomal (hemi-)cellulases in C. cellulovorans are based on mixtures of plant materials 
or cellulose (34).  The levels of certain (hemi-)cellulases have been reported to be dependent on the 
growth substrate (12, 27, 32).  These materials, particularly the insoluble substrates, tend to interfere 
with the estimation of cell mass and the isolation of RNA and are often undefined in nature.  To 
study the effect of polymeric substrates on relative expression of (hemi-)cellulases in greater detail, 
RNAs from C. cellulovorans grown on four different insoluble polysaccharides were selected for 
study on the basis of their gene products and their target substrates. (i.e. cellulose/CbpA, locust bean 
gum/ManA, pectin/PelA and xylan/XynA).  The probe fragments were amplified by PCR with 
specific primers to obtain fragments of similar length from each gene, and these were labeled to 
provide a similar sensitivity in order to allow comparison of the relative expression levels of the 
(hemi-)cellulase genes studied (Fig. 2.4.3-10C).         

Significant expression of many genes (cbpA, manA, xynA and/or pelA) was observed when 
cells grew on the polymeric substrates (Fig. 2.4.3-10A).  In the presence of cellulose, cbpA and 
manA transcripts were strongly induced (Fig. 2.4.3-4A, lane C).  Although cellulose induced the 
xynA gene, the level of expression of xynA was higher in cells cultured on xylan (Fig. 2.4.3-10A, 
lane X).  Very few pelA transcripts were found with the cellulose grown culture. Although the cell 
mass on locust bean gum (galactomannan)-containing medium was the highest (Fig. 2.4.3-10B, lane 
M), the transcription of all tested genes was low (Fig. 2.4.3-10A, lane M).  Pectin was clearly 
observed to stimulate the expression of pelA transcripts (Fig. 2.4.3-10A, lane P).  Pectin is also a 
very good inducer for cellulase genes such as cbpA, exgS and engE (Fig. 2.4.3-11).  Both the 2 kb 
and 8 kb transcripts from the cbpA gene cluster are present (Fig 2.4.3-11, lane 1) (17).  Very little 
pelA mRNA was detected however when the bacterium was cultured on cellulose, locust bean gum 
or xylan (Fig. 2.4.3-10A, lane P).  These results indicated that polymeric substrates generally 
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induced polymer-specific degrading enzymes, but interestingly pectin and xylan did induce a 
number of cellulase genes. 

Glucose repression of (hemi-)cellulase genes expression.  It was reported previously that 
synthesis of  cellulosomes was reduced when glucose was used as the growth substrate (5).  To 
determine whether glucose acts by repressing transcription of (hemi-)cellulase genes, we performed 
Northern blot analysis and RNA slot blot analysis with intragenic probes derived from cbpA, manA 
and engE.  Glucose (final concentration 0.25%) was added to actively growing cellulose (final 
concentration 0.5%) cultures at 48 h of cultivation, when the cellulolytic system of this bacterium 
was being actively produced.  Total cellular RNA was isolated from cells grown in cellulose-
containing medium before and after addition of glucose.  An increase in the growth rate was 
observed immediately after the addition of the glucose, indicating that the bacteria started growing at 
the expense of glucose (Fig. 2.4.3-12A).  The total RNA concentration was significantly enhanced 
after glucose was added (Fig. 2.4.3-12A), but cbpA, manA and engE gene expression was almost 
completely repressed in cellulose cultures after addition of glucose until the culture was incubated 
for 7 h at 37°C (Figs. 2.4.3-12B and 12C).  However, the engE and manA transcripts were detected 
again after 7 h incubation (Fig. 2.4.3-12B, lanes 7 and 9; Figs. 2.4.3-13A and 13B lane 3).  Thus, 
cellulase transcriptions were repressed when glucose was present, but were derepressed upon 
exhaustion of glucose in the medium.  Interestingly, in C. cellulovorans, expression of the 
scaffolding gene, cbpA, was more repressed than manA and engE in the presence of glucose, 
suggesting that glucose-sensitive regulatory sites are more likely linked to the cbpA promoter region.  
This is the first transcriptional analysis that reports that soluble carbohydrates cause a rapid 
repression of cellulose-inducible systems of C. cellulovorans.  

Di- or monomeric sugar repression of (hemi-)cellulase genes expression.  In order to 
confirm the existence of a repressive effect of additional di-/monocistronic sugars other than glucose 
on the (hemi-)cellulolytic system of C. cellulovorans, the cells were grown to exponential phase in 
1% cellulose containing medium. Subsequently 0.5% monosaccharides (fructose, glucose, mannose 
and galactose) and 0.5% disaccharides (lactose, maltose, sucrose and cellobiose) were added to fully 
induced cellulose-based cultures (final concentration: cellulose: added carbon = 2:1 [wt/wt] = 
0.5%:0.25% wt/wt).  We also tested 1 mM sophorose and 1% cellulose as controls.  A significant 
reduction in the cellulase transcripts was observed after the sugar addition in most cases, in contrast 
to the transcription in the cellulose control (Figs. 2.4.3-13B and 13C).  When cellulose media were 
supplemented with glucose, lactose or sucrose, the level of cellulase gene expression (i.e. cbpA, 
manA and engE) was greatly reduced after 1 h incubation, although the inclusion of cellobiose, 
fructose, galactose, maltose, mannose or sophorose in cellulose media did not repress the synthesis 
of these mRNA as much (Fig. 2.4.3-13C, 1h).  In addition, the (hemi-)cellulases, especially cbpA 
and engE, were detected at a low level at 1 h incubation and increased after 7 h incubation (Fig. 
2.4.3-13C, 7h).  A similar analysis using RT-PCR, a less quantitative measure but with relatively 
high sensitivity on low levels of mRNAs, also showed the same pattern of (hemi-)cellulase 
transcription after 7 h incubation (Fig. 2.4.3-13B).  No significant change was detected before nor 
after addition of carbon compounds on xynA and pelA transcription under all conditions tested (Figs. 
2.4.3-13B and 13C).  The total protein concentration found in cells grown on all carbon sources 
tested was not significantly different (Fig. 2.4.3-13A). 

Polymeric carbon compounds repression of (hemi-)cellulase gene expression.  These 
studies were carried out to determine the effect of hemicellulose polymers and pectin on cellulose 
degradation. The repressing/inducing action of additional polysaccharides on (hemi-)cellulase gene 
expression was shown by addition of polysaccharides to fully induced cellulose-based mid-log phase 
cultures (final concentration: cellulose: additional carbon = 1:1 [wt/wt] = 0.5%:0.5%).  Responses of 
cbpA, manA, xynA and pelA transcriptions to added carbon sources on cellulose culture were 
analyzed by RNA slot blot (Fig. 2.4.3-14A) after additional 18 h and 32 h of incubation (Fig. 2.4.3-
14B).  The growth rates indicate that cells grew most rapidly on mannan, pectin and xylan in 
decreasing fashion upon addition of these polymers to the cellulose culture (Fig. 2.4.3-14B).  Upon 
addition of locust bean gum (mannan) or xylan to cellulose cultures, cbpA transcription was 
repressed upon additional 18 h of incubation and derepressed after 36 h  of incubation (Fig. 2.4.3-
14A, lanes M and X).  Addition of pectin repressed cbpA transcription only slightly.  Although the 
locust bean gum (galactomannan) is a favored  substrate for mannanase (ManA) (41), the addition of 
mannan depressed manA transcription after additional 18 h of incubation (Fig. 2.4.3-14A, lane M).  
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However, manA transcription was clearly detected again after 36 h of incubation.  On the other hand 
the data showed that the supplemented xylan induced xynA at both 18 and 36 h incubation periods 
(Fig. 2.4.3-14A, lane X).  Low pelA transcription was detected in medium supplemented with pectin 
at 18 h and 36 h (Fig. 2.4.3-14A, lane P).  These results indicated that the presence of hemicellulosic 
polymers could differentially affect genes for the utilization of cellulose.   
 
(5) DISCUSSION 

The main objective of this study was to examine the transcription of the cellulosomal 
cellulase and hemicellulase genes of C. cellulovorans.  We have shown that the cbpA and exgS genes 
comprise an operon that is transcribed from a single promoter which is located 233 bp upstream of 
the translational initiation codon of the cbpA gene.  The monocistronic transcript of manA is located 
at -64 bp from its first codon.  For the polycistronic transcript of hbpA, the putative promoter site 
was found at -61 bp from its first codon by primer extension.  In addition, RT-PCR analyses (Fig. 
2.4.3-3B, lane 3) indicated that another transcriptional start point for hbpA was present upstream of 
hbpA in the engK promoter region.  This conclusion is based on the results obtained from Northern 
hybridization, RT-PCR, primer extension analysis, and S1 nuclease mapping analysis. The 
monocistronic transcript of engE was located at -97 bp from its first codon.   

Alignment of these promoters revealed that they were similar to the consensus B. subtilis 
(σA) promoter (10, 49) and the consensus sequence contained only two mismatches to the E. coli σ70 
-35 consensus sequence (19).  In all the putative promoters, the spacing between the -35 and -10 
regions was 17 bp which is the optimal spacing observed for B. subtilis and E. coli promoter 
sequences (10, 18).  This spacing appears to be a stringent constraint on promoter function because it 
is required for recognition by the RNA polymerase holoenzyme (2, 46).  The close similarity of the 
promoter to the consensus σA sequence suggests that these promoters, if not subjected to any 
regulatory constraints, would act as strong promoters in vivo (11, 19).  In addition, comparison of 
these promoters with a previously determined C. cellulovorans promoter revealed  some similarity to  
the C. cellulovorans engB promoter (1), although the -10 sequence was quite different. 

Northern hybridization analyses of the cbpA-exgS-engH-engK cluster showed two 
polycistronic transcripts of 8 kb and 12 kb for cbpA and a polycistronic engH transcript of 12 kb 
which is the same size as that of the 12 kb  cbpA mRNA.  The data obtained with rifampicin 
inhibition studies indicated that the smaller 8 kb mRNA was not a processed product of the larger 12 
kb mRNA and was an independent transcript.  The intergenic region between exgS and engH 
contains an inverted repeat (11 nt) forming a stem-and-loop structure and a short poly(U) tail (-209 
bp from first codon of engH gene: ĠCUGGACAAUAUCAAGUAUAUUGUCCAGCUACUUU) that may 
work as a transcriptional terminator.  The presence of this putative terminator structure is in 
agreement with the formation of the transcript (8 kb) from cbpA-exgS.  However, in gram-positive 
bacteria such as B. subtilis, certain genes are regulated by transcriptional attenuation, translational 
coupling, or a repressor protein (6, 8, 14, 16, 47, 48).  The results suggest that in C. cellulovorans the 
putative transcriptional termination signal upstream of engH may be bypassed by an antitermination 
mechanism giving rise to a lengthier transcript (12 kb) from cbpA-exgS-engH-engK. 

The transcriptional data showed that, whereas cbpA-exgS-engH-engK, manA, engE, and 
xynA were efficiently expressed, relatively low levels of hbpA and engM transcripts were present.  
The ratio of the different cellulase transcripts remained similar irrespective of the culture media, 
with most of the genes apparently expressed in not only the presence of cellulose, pectin or xylan, 
but also in the presence of cellobiose.  Significantly, the major cellulase genes such as cbpA-exgS 
and engE were constitutively expressed under all condition tested.  On the other hand, pelA 
transcripts were only transcribed when the medium contained pectin.  Thus, there appears to be 
regulation of expression of certain hemicellulase genes. 

In the general model for induction of cellulase expression, a sensor enzyme is constitutively 
expressed which hydrolyzes cellulose into oligosaccharides that can enter the bacterium and activate 
the expression of all the cellulase genes (9, 40, 45).  It is possible that one or more of the 
constitutively expressed C. cellulovorans cellulases functions as the sensor enzyme.   

Since the cellulases, especially those coded by the cbpA gene cluster, and hemicellulases are 
involved in the degradation of plant cell wall (12), we wished to determine if they were coordinately 
regulated at the transcriptional level.  The simultaneous transcription of cellulase (i.e. cbpA and engE) 
and hemicellulase (manA and xynA) genes suggests that the expression of the cellulase and 
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hemicellulase is coordinated (Han and Doi unpublished date).  Further studies are clearly required to 
characterize the expression of the cellulase and hemicellulase genes under different conditions and 
growth phases, and to determine the mechanism by which cellulose induces expression of the C. 
cellulovorans cellulases.  Future work will also include studying catabolite repression and induction 
of cellulase genes in C. cellulovorans.   
 For investigation of the expression pattern of (hemi-)cellulase genes, mRNA was isolated 
from cells from continuous cultures taken at various time points.  The data demonstrate general and 
specific regulatory patterns in expression of (hemi-)cellulase genes by C. cellulovorans, including 
features of their relative expression levels under different culture conditions, i.e.  various carbon 
sources and growth phases.  For instance, cellulose and cellobiose induced the transcription of most 
of (hemi-)cellulase genes (i.e. cbpA, engH, manA, engE and xynA) and the time-course of each 
(hemi-)cellulase gene transcription was approximately the same in all cases.  This is the first report 
at the transcriptional level that the (hemi-)cellulase genes in a clostridial (hemi-)cellulolytic system, 
that included cbpA, hbpA, engE, manA and xynA, are coordinately expressed when various substrates 
such as cellobiose and cellulose are used.  Cellulose and hemicellulose are closely associated in 
nature, and it appears that C. cellulovorans has a mechanism(s) to ensure efficient utilization of both 
types of polymers.  These results suggest that a common regulatory mechanism may exist at the 
transcriptional level for (hemi-)cellulase induction by cellulose and cellobiose.  The cellulose 
metabolites such as cellobiose or a derivative of cellobiose may act as an inducer and may bind to a 
receptor protein in a signal transduction pathway, and this pathway would then lead to cellulase 
induction. 

Significant expression of most of the genes was observed with the polysaccharide substrates 
such as cellulose, pectin and xylan, followed by moderate levels with other substrates such as 
cellobiose and fructose.  Low levels of (hemi-)cellulase mRNAs derived from cells grown with 
lactose, mannose and locust bean gum (mannan) were observed, and little or no expression was 
detected with cells grown on  glucose, galactose, maltose, and sucrose.  These results give a general 
picture of the potential of (hemi-)cellulase expression when cells are grown on different carbon 
sources.  It was thought that cellulase expression would not occur on carbon sources that promoted 
rapid growth, but would be stimulated by polysaccharides that were difficult to degrade (24, 34).  It 
is noteworthy that expression of the cbpA-exgS and engE operon/genes was especially strong under 
all conditions tested.  The relative transcript levels of the different cellulase genes were comparable 
to the amounts of the specific proteins produced in the culture medium.  This is in accordance with 
previous data on optimization of enzyme production which showed that the highest CbpA, ExgS and 
EngE activity levels were present  when cells were grown on cellulose (15, 30, 32).  In the general 
model for the induction of cellulase and hemicellulase expression, a sensor enzyme is constitutively 
expressed which hydrolyzes cellulose and/or hemicellulose into oligosaccharides that enter the 
bacterium and activate the expression of the (hemi-)cellulase genes  (40, 50).  The present 
observations indicate that (hemi-)cellulase genes in C. cellulovorans are expressed constitutively at  
low levels but are induced to express at higher levels in the presence of certain polysaccharides such 
as cellulose.  It has been reported that a basal constitutive level of cellulosomal proteins was 
synthesized when the cells were grown with glucose or cellobiose (5, 32).  These cellulases were 
secreted into the extracellular culture medium at a very low rate over a long period of incubation, (3, 
12).  These results are not contradictory to our current transcriptional analyses, since it is difficult to 
analyze the extremely low levels of transcripts (e.g. under 10 strands of mRNA per cell) by methods 
such as Northern blot or RT-PCR.  The constitutive level of (hemi-)cellulase expression therefore is 
very low.  This type of result has also been reported for other glucose catabolite repressed systems 
where proteins were detected, but their mRNAs could not be detected (22, 31).  Our results indicated 
that certain carbon sources induced high levels of expression of one gene or a set of genes, whereas 
the effect on expression of other genes was weak or insignificant.  This pattern varied depending on 
the carbon source.  Although being a general inducing compound for (hemi-)cellulases, cellulose 
induced expression of the cellulase genes such as cbpA and engE most strongly.  This may be an 
effect caused by cellobiose, other oligosaccharides, or derivatives of cellobiose that are formed in the 
cell.  The expression of hemicellulase genes (manA and xynA) in cellulose-based medium could be 
induced by cellulose or by certain contaminants in the commercial preparations of cellulose (20).  
Xylan caused expression especially of the hemicellulase genes such as (xynA and manA), and was 
the most potent carbon source for induction of the xylanase gene (xynA).  On the other hand, 
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although cellulose and xylan did not act as an inducer for the pectate lyase A gene, pectin definitely 
induced pelA gene expression.  Thus these results indicated that certain polymeric substrates were 
capable of activating specific genes. 

The induction and repression of cellulases by mixed substrates of cellulosic and 
hemicellulosic sugars reported here is interesting.  In the degradation of lignocellulosic substrates by 
microorganisms, it has been established that the first growth phase is developed at the expense of 
hemicelluloses and that the cellulase system is developed in a second stage (21, 29).  It is feasible 
that the products of certain hemicellulose degradation, especially locust bean gum, could act as a 
repressor of the cellulolytic system at high concentrations, and as their concentration drops to low 
levels, the cellulolytic system is derepressed.  This could explain the rapid pattern of growth on 
hemicelluloses and the sequence of enzyme production of hemicellulases and cellulases. This fact 
also supports the idea of an interrelationship between the systems regulating (hemi-)cellulases in this 
bacterium.  The observed repression of cellulases by high glucose and cellobiose concentrations 
agrees with that found for other cellulolytic bacteria (33, 36).  However, hemicellulose repression of 
the cellulolytic activity of cellulose cultures has not been reported previously.  This might indicate a 
hierarchical relationship between the systems regulating cellulases and hemicellulases which would 
be particularly important in the degradation of complex lignocellulosic materials in nature. 

Certain di- or monosaccharides (i.e. fructose, lactose and cellobiose) induced expression of 
(hemi-)cellulase genes in C. cellulovorans.  The cellulolytic bacteria, like C. thermocellum, were 
reported to produce cellulases when grown with soluble carbon sources, such as fructose, glucose 
and cellobiose (35).  Nevertheless, the usual pattern observed with C. cellulovorans was the lack of 
expression of (hemi-)cellulases in the presence of the easily metabolizable mono- or disaccharides 
such as glucose, and catabolite repression mechanisms seemed to exist which mediated control of 
expression of various genes encoding different extracellular hydrolases as well as the scaffolding 
protein. 

More work is needed to identify the factors determining promoter recognition by the RNA 
polymerase from C. cellulovorans.  We hope to gain insight into the properties of C. cellulovorans 
promoter regions in order to genetically engineer and to control expression of these genes.  Overall, 
this research may lead to an improved understanding of how cellulase and hemicellulase genes are 
regulated in C. cellulovorans. 
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TABLE 2.4.3-1  Oligonucleotide primers 
 

Primer name Sequence (5′ - 3′) Position a Use b 
CbpA- S1MP-F CATGGGTGATAGTGCAAGG -512 - -494 S1 
CbpA- RTPCR-F5 TCATAGAAACTTAGGACA -186 - -169 RT 
CbpA- RTPCR-F1 ATGCAAAAAAAGAAATCGCTG 1 -   21 RT, NB 
CbpA- S1MP-R3 CATAATTGCTCCCCC 3 -  -12 IR7 
CbpA- S1MP-R2 ATTGATGATGTCGCTGCTAAAG 98 -   77 IR7 
CbpA- S1MP-R1 GGTTGATGTTGGGCTTGCTGTTTC 354 -  331 IR8, S1/PE, NB, RT 
EngH- S1MP-F2 ACGGTACATTATTCACAGACCC -457 - -436 S1, RT 
EngH- DIG-F GGTGAAACAACAGCGACTCCAACA 91 -  114 NB, RT 
EngH- S1MP-R TTGGAGTCGCTGTTGTTTCACC 112 -   91 IR8, S1/PE 
EngH- DIG-R GCCCCAAGAATCCATCCAAGCTAA 1044 - 1021 NB, RT 
HbpA- S1MP-F2 AAAGGCTCAGGTTGGGGA -498 - -481 S1, RT 
HbpA- DIG-F AGTATTGGCGTAGTAGTTGCAGGC 37 -   60 NB, RT 
HbpA- S1MP-R ACGCCTGCAACTACTACGCCAATA 62 -   39 IR8, S1/PE, RT 
HbpA- DIG-R GTGCGTTATCGGTGAAAGCTCCAA 685 -  662 NB, RT 
ManA- S1MP-F2 AGCAGAGAAACTACCATCG -413 - -395 S1, RT 
ManA- DIG-F AGATGCTGAATTGAAGGCGGCAGA 171 -  194 NB, RT 
ManA- S1MP-R ATCTGCCGCCTTCAATTCAGCATC 195 -  172 IR8, S1/PE, RT 
ManA- DIG-R CTCCACTCCACTTCATACTTGCAC 961 -  938 NB, RT 
EngM- S1MP-F2 TGGGTAGATTTTCAGGATTGG -476 - -456 S1, RT 
EngM- DIG-F ATGATGGAGTAGAGGGAAGATGGG 245 -  268 NB, RT 
EngM- S1MP-R CCATCTTCCCTCTACTCCATCA 267 -  246 IR8, S1/PE, RT 
EngM- DIG-R GCGTTCAGCATAAGGCATCGTT 1014 -  993 NB, RT 
EngE- S1MP-F2 GAATACTCACGGAACAGGATGC -453 - -432 S1 
EngE- RTPCR-F GGGAAATATACAAAAAGGAGG -28 -   -8 RT 
EngE- DIG-F TACTGATGACTGGGCTTGGATGAG 159 -  182 NB, RT 
EngE- S1MP-R TTGTGTAGTTAGCTTCTGCGGC 112 -   91 IR8, S1/PE 
EngE- DIG-R AAGCCCAGTCATCGGTGTTTTGTG 1066 - 1043 NB, RT 
ExgS- S1MP-F CTCAACAGTAGCTCCAACAG -1057 --1038 S1, RT 
ExgS- S1MP-R GCTCATACTTGCGCTTGGTTGA 399 -  378 IR8, S1/PE, RT 
XynA- S1MP-F2 CAGTGGAGCAGTAACGGTG -439 - -421 S1, RT 
XynA- RTPCR-F GAAACAAAAAATGAGGATAG 3 -   22 RT 
XynA- DIG-F GTACATTAAAGGGCACCACTACCG 416 -  439 NB, RT 
XynA- S1MP-R GGTTCCGTTATCCTTCCAGT 162 -  143 IR8, S1/PE, RT 
XynA- DIG-R CGAACCTGTGTACTGCTTAATCGC 1224 – 1201 NB, RT 
PelA- DIG-FS    TGATGCACCAAAAACAGCGC 268 -  287 NB 
PelA- DIG-RS CAGTAGAAGAGCATCAAGCC 1108 - 1089 NB 

a The nucleotide position numbering begins from the first codon and refers to relevant position 
within the cbpA sequence (38), GenBank accession no. M73817; the exgS and engH sequence (30, 
44), GenBank accession no. U34793; the hbpA, manA and engM sequence (41, 44), GenBank 
accession no. AF132735; the engE sequence (43), GenBank accession no. AF105331; the pelA 
sequence, GenBank submitted no. AF105330; and the xynA sequence (AF435978). 

b NB, Northern blot analysis; RT, RT-PCR; PE, primer extension analysis; S1, S1 nuclease 
mapping analysis; IR7 or IR8, IRDye700- or IRDye800-labeled oligonucleotides (Li-cor).  
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TABLE 2.4.3-2 Alignment of putative C. cellulovorans promoters located at –10 and –35 bases upstream of the start point of transcription. 
 

Gene       -35 -10 TSP G C
cbpA tTTtTTaAAAaAcccAcc TAaAAA aaacgTtAtcaTCgAaT TATtAT AATGAcaAaTgAAAAAA 17 -233
engE AaaaaTgAcATAtAtAtg agGAAA TTTAcagAAaTatAgta TATAAT tAaaAATgTgtAtgtAt 17 -97
manA ATTtTgTAAAatAAggAA TtGAtA TTTAtTAAgtggatACg aATAAg gATGgagAgTTtAAcAc 17 -64
hbpA AcTagaTAAATAAtAAAA TAaAAA cTgtagAAAgTTCAcCT TtTtAc AgTtttTATTctAAAgA 17 -61

Consensus ATT-TTTAAATAAAAAAA TAGAAA TTTA-TAAA-TTCAACT TATAAT AATGAATATTTAAAAAA   
 
TSP: transcription start point indicated by underline.  G: size (bp) of gap between –35 and –10.  C: nucleotide numbering begins from the first codon.  
The coordinates refer to the published nucleotide sequences: cbpA (38), GenBank accession no. M73817; engE (43), GenBank accession no. AF105331; 
manA and hbpA (41, 44), GenBank accession no. AF132735.  The consensus sequence derived from this alignment is given at the bottom.  It consists of 
nucleotides that are present in any given position in more than 50% of the sequences.  Promoter sequence nucleotides that match those of the consensus 
sequence are capitalized and in boldface; those that do not are lowercase and in lightface. 
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FIG. 2.4.3-1 Northern hybridization analyses of (hemi-)cellulase mRNA.  (A) The cbpA gene
cluster.   Total RNA was isolated from C. cellulovorans grown in the presence of cellulose
(lanes 1 and 3-7), cellobiose (lane 2), xylan (lane 8) or pectin (lane 9) as a sole carbon source.
RNA (10 µg) was subjected to electrophoresis through 1.5% formaldehyde gels and transferred
to nylon membranes, which were subsequently probed with the DIG-labeled cbpA (lanes 1 and
2), engH (lane 3), hbpA (lane 4), manA (lane 5), engM (lane 6), engE (lane 7), xynA (lane 8), and
pelA (lane 9) specific probes.  The oblong circles represent full-length specific transcripts.  The
size of RNA markers (M) is indicated at the left in bases. 

Minutes with rifampicin
0     2    4     6    8    10

12 -

8 -

kb

 
 

FIG. 2.4.3-2 Northern hybridization analysis showing decay of cbpA specific transcripts.  Total
RNA was isolated from C. cellulovorans grown to the middle of the exponential phase in the
presence of cellulose (Avicel) as a sole carbon source at 0, 2, 4, 6, 8 and 10 min after the
addition of rifampicin (100 µg/ml).  The two cbpA specific transcripts (8 kb and 12 kb) were
examined by hybridizing 8 µg of each sample with an exgS-specific probe. 
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FIG. 2.4.3-3 RT-PCR analysis of engH, hbpA, engM and xynA RNA.  (A) Schematic showing of
PCR amplified transcripts.  The locations and extents of the exgS, engH, engK, hbpA, engL,
manA, engM and xynA genes are shown.  The oligonucleotide primers used in RT-PCR analysis:
1, EngH-S1MP-F2 & EngH-S1MP-R; 2, EngH-DIG-F & EngH-DIG-R; 3, HbpA-S1MP-F2 &
HbpA-S1MP-R; 4, HbpA-DIG-F & HbpA-DIG-R; 5, EngM-S1MP-F2 & EngM-S1MP-R; 6,
EngM-DIG-F & EngM-DIG-R; 7, XynA-S1MP-F2 & XynA-S1MP-R; and 8, XynA-DIG-F &
XynA-DIG-R (see more details in  Table 2.4.3-1).  The location and size of the PCR amplified
transcripts are indicated by the bars.  The black and white bars refer to transcription status shown
in the presence and absence of PCR amplification, respectively.  (B) Agarose gel electrophoresis
of RT-PCR products.  RT-PCR analysis was performed using total RNA that was isolated from
C. cellulovorans in the medium containing cellulose (Avicel).  In negative controls, the reactions
were performed in the absence of RT or RNA template (data not shown). 

 



 

 144

 

FIG. 2.4.3-4 S1 nuclease mapping (S1) and primer extension (PE) analysis of cbpA.  Shown are
S1 and PE reactions of total RNA isolated from C. cellulovorans separated in 4%
polyacrylamide sequencing gels alongside sequencing reactions to determine the transcription
start point of the cbpA gene.  Transcription start point is indicated by thick bent arrow. 



 

 
 
 
 
 
 
1                                               50 
aggttcatcttatgctaaaggtaaaatagtaagtggtttagatatgaatt 
tgaataatgaagaagacaatatatagtagaaaaaaataaaaagagaattt 
ataaaaacggatataaaaatatccgtttttttacttttggtgacacaata 
ttacattggaggaatataaaatataaaatatattttttttaaaaattttt 
 
tttaaaaaacccacctaaaaaaaacgttatcatcgaattattataatgac 

+1 

                -35                    -10    TSP 
aaatgaaaaaaaagtagtagctaaagaaagaaccatgttttaattcatag 
 
aaacttaggacaagcttcgaaaaaagtatggtacagaagtttcttgtatt 
 
gagatgcgaaatttttagatgctattagtttttctttgtaaagtattatt 
 
taggttgaagtaataattaagtaccgaattattactgatgcttaaagaat 
 
acaaaaaaataaaaatgagggggagcaattatgcaaaaaaagaaatcgct 
                    RBS       Met 
                    CbpA-S1MP-R3 
gaatttattgttagcattaatgatggtatttgctttagtactaccaagta 
taccagctttagcagcgacatcatcaatgtcagttgaattttacaactct 
           CbpA-S1MP-R2 
aacaaatcagcacaaacaaactcaattacaccaataatcaaaattactaa 
cacatctgacagtgatttaaatttaaatgacgtaaaagttagatattatt 
acacaagtgatggtacacaaggacaaactttctggtgtgaccatgctggt 
gcattattaggaaatagctatgttgataacactagcaaagtgacagcaaa 
cttcgttaaagaaacagcaagcccaacatcaacctatgatacatatgttg 
                CbpA-S1MP-R3 

 
FIG. 2.4.3-5 Location of putative promoters in the cbpA upstream region.  Transcription start point 
(+1, TSP) is indicated by the black bent arrow.  The putative promoter regions (consensus -10 and -
35 regions) are designated by underline.  Putative ribosome binding site and the first codon are 
designated with the abbreviations RBS and Met, respectively.  The positions of the oligonucleotide 
primers CbpA-S1MP-R1, CbpA-S1MP-R2, and CbpA-S1MP-R3, which were used for primer 
extension analyses and S1 nuclease mapping analyses, are shown with boxes.  A palindrome is 
indicated by arrows facing each other above the sequence.  Coordinates refer to the published 
sequence (38), GenBank accession no. M73817. 
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FIG. 2.4.3-6 Locations of mRNA among the (hemi-)cellulase genes.  The black arrows
correspond to the transcripts of the genes.  The black bent arrows represent the transcription start
points. The black bent arrows indicate that the transcription start points were found by S1
nuclease mapping and/or primer extension analysis.  The white bent arrows indicate the putative
transcription start point according to Northern blot analysis and DNA sequence analysis.  The
stem and loops indicate transcription termination points. 



 

 147

 

4

8
5

3

2

1

6 7

109 11

12

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Time (h)

C
el

l d
en

si
ty

 (O
D

60
0)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

To
ta

l R
N

A
 (µ

g/
m

l)

Total RNA
Cell density

 

 

A 

B 

C 

 

 
FIG. 2.4.3-7  Relative levels of (hemi-)cellulase transcripts at different growth phases.  (A) C.
cellulovorans growth curve.  RT-PCR (B) and RNA slot blot analyses (C) were conducted
with the same concentrations of RNA isolated from C. cellulovorans cultured grown on
cellobiose as the sole carbon source.  The numbers of the lanes (in B and C) represent the
numbers of the growth curve points in (A).   
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FIG. 2.4.3-9  RT-PCR analysis on (hemi-)cellulase transcripts produced in C. cellulovorans
grown on different sugars.  Total RNA (1 µg) was isolated from C. cellulovorans cultivated on
media containing 0.5% monosaccharides (lanes 1-4: glucose, fructose, galactose and mannose),
0.5% disaccharides (lanes 5-7: lactose, maltose and sucrose) or 1% cellulose (lane 8) as the sole
carbon source.  Primers specific for the cbpA, engH, engE or xynA genes were used to amplify
fragments by PCR.  In negative controls, the reactions were performed in the absence of RT or
RNA templates (data not shown). 
 

 
FIG. 2.4.3-8  Northern hybridization of C. cellulovorans RNA.  The RNAs derived from
bacteria cultured on 1% cellulose were hybridized with (hemi-)cellulase-specific probes from
regions of cbpA-exgS, hbpA, manA, and engE.  The times of the cultures from which the RNA
was extracted are shown.  Ten µg of total RNA was electrophoresed in each lane. 
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FIG. 2.4.3-11  Northern hybridization of C. cellulovorans RNA.  Total RNA was isolated
from cells grown in the presence of 1% pectin as the sole carbon source.  RNA (10 µg) was
subjected to electrophoresis through 1.5% formaldehyde gels and transferred to nylon
membranes, which were subsequently hybridized with the DIG-labeled cbpA- (lane 1), engH-
(lane 2), engE- (lane 3) and pelA- (lane 4) specific probes.  The oblong circles represent full-
length specific transcripts.  The size of RNA markers (M) is indicated at the left in bases. 

FIG. 2.4.3-10  RNA slot blot analysis of expression of cbpA, manA, xynA and pelA genes in C.
cellulovorans grown on the different polysaccharides.  The total RNA (A) and total protein (B)
were isolated from C. cellulovorans cultivated on media containing 1% cellulose (lane C, 48 h
culture), 1% Locust bean gum (lane M, 18 h), 1% pectin (lane P, 18 h), or 1% xylan (lane X, 18
h) as the sole carbon sources.  The gene specific probes used are indicated on the left (A).  The
different DIG labeled probes were prepared (each from 1 µg template) by random primed
labeling (see Materials and Method).  Dilutions of each were spotted (0.1 to 10 pg) on a nylon
membrane and labeling sensitivity (amount of labeled DNA per spot) was determined in order to
use similar amounts of the probes (C). 
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FIG. 2.4.3-12  Time-course of cbpA, manA and engE transcription during growth of C.
cellulovorans on cellulose medium with subsequent supplementation with glucose (A), as
determined by Northern blot analysis (B) and RNA dot blot analysis (C).  Total RNA (B, 10 µg;
C, 1 µg) was isolated from cells grown on 1% cellulose medium without additional glucose (lane
0 h incubation) or supplemented with 0.5% glucose (lanes 1-9 h incubation) and hybridized to
specific probes.  The number of the band represents the number on the C. cellulovorans growth
curve.  The probes were labeled to a similar sensitivity, and corresponded to the labeling
sensitivity method described in Fig 2.4.3-10C. 
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FIG. 2.4.3-13  Effect of added di- or monosaccharides on (hemi-)cellulase transcription in
cellulose medium, as determined by RT-PCR analysis and RNA dot blot analysis.  Growth curve
(A), the numbers of the bars (sugar 1-10: glucose, fructose, galactose, mannose lactose, maltose,
sucrose, cellobiose, sophorose and cellulose) on the graph represent the numbers of the bands in
RT-PCR analysis (B) and RNA dot blot analysis (C).  Total protein and Total RNA (1 µg) was
isolated from cells grown in 1% cellulose medium at 1 and 7 h incubation after supplementation
with 0.5% monosaccharides (lanes 1-4: glucose, fructose, galactose and mannose), 0.5%
disaccharides (lanes 5-8: lactose, maltose, sucrose and cellobiose), 1 mM sophorose (lane 9) and
1% cellulose (lane 10).  The probes for RNA dot blot analysis (A) were labeled to a similar
sensitivity, which corresponded to the labeling sensitivity method described in Fig 2.4.3-4C. 
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Fig. 2.4.3-14  Effect of added polysaccharides on (hemi-)cellulase transcription in cellulose
medium, as determined by RNA dot blot analysis.  Total RNA (A, 1 µg) and Total protein (B) were
isolated from cells grown in 20 ml of 1% cellulose medium supplemented with 20 ml of 1%
cellulose (lane C), locust bean gum (lane M), pectin (lane P), or xylan (lane X).  The probes were
labeled to a similar sensitivity, which corresponds to the labeling sensitivity method described in
Fig 2.4.3-10. 
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２．５ まとめ  

 

古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っている。前処理技術として、紙の原料及び製造工程等の酵素糖

化効率への影響について検討した。また、禁忌品を含むために古紙利用率が低い MOW（ミ

ックスオフィス古紙）の糖化効率について検討した。酵素分解による糖類生成技術の検討

に関しては、昨年度得られた高い古紙糖化活性を有する選抜株について、セルラーゼ生産

活性の向上について検討した。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖

する好アルカリ性菌Aeromonas No.212株のセルラーゼ遺伝子のクローニング及び該酵素

の機能改変を試みた。さらに、実用化に即した酵素反応槽を用いた糖化試験を行った。 

 

２．２項では、前処理技術の確立に関する検討を行った。古紙の糖化効率に及ぼす紙の原

料の樹種（針葉樹、広葉樹）ならびに製造工程（クラフト、メカニカルならびに晒し処理

の有無）の影響について検討した。クラフトパルプの場合、広葉樹材では晒し工程の有無

に関わらず、糖化が可能であったが、針葉樹材では未晒しの場合に糖化効率が低下した。

メカニカルパルプは晒し工程を経ても糖化率が極めて低く、残存するリグニン類によって

酵素反応が阻まれたと考察する。上述に示した糖化率の低い紙類を含む古紙においては、

糖化率が低下する可能性が示唆された。また、古紙再生の禁忌品を含むため、回収率の低

いMOWについての利用可能性について検討した。禁忌品である粘着紙、粘着紙の剥離紙、

ノーカーボン紙、感熱記録紙のいずれも約 60％の糖化率を示し、酵素的な糖化が可能であ

ることが示された。さらに、業務用として販売されている安価な界面活性剤を用いて糖化

効率の向上を検討したところ、非イオン性界面活性剤、および両性界面活性剤を用いた場

合に糖化が促進されることが認められた。 
 
２．３項では、酵素分解による糖類生成技術の検討を行った。高い古紙糖化活性（PPCU）

を有する 4 株のセルラーゼ生産株について、そのセルラーゼ生産性の向上と、市販酵素と

混合した糖化反応について検討を行ったところ、最大で 1.47 倍の相乗効果が認められた。

糖加水分解酵素のファミリーが異なるセルラーゼの混合によって、相乗効果が高まる可能

性が示唆された。また、セルロースの分解に有利なアルカリ性条件下で増殖する好アルカ

リ性菌 Aeromonas No.212 株のキシラナーゼ、及びエンドグルカナーゼ遺伝子のクローニ

ングに成功した。さらに、Aeromonas No.212 株のエンドグルカナーゼ AEC1 にアラゲカ

ワラタケのセロビオハイドラーゼ(CMCase)のセルロース結合ドメインを付加することに

よって、結晶性セルロースの分解能の付加を試みた。その結果、結晶性の高いアビセルに

も活性を示すことが認められた。 
京都大学に再委託した「酵素蛋白の構造解析及び構造と機能の相関に関する検討」につい

て、本年度は、耐熱性のセルラーゼを生産することが知られている耐熱性のカビ
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Thermoascus auran iacus のスクリーニングを行い、強い活性を示した IFO09748 株に

ついて、エンドグルカナーゼ遺伝子をクローニングした。さらに、酵母において該酵素を

発現させて、精製酵素の性質を解明した。秋田県立大学に再委託した「古紙の分解を担う

酵素機能の解析」に関する検討では、針葉樹リグニンを分解する Pleurocybella porrigens
（スギヒラタケ）を候補株としてスクリーニングした。さらに、Pleurotus ostreatus （ヒ

ラタケ）によるリグニン分解酵素の一つ、マンガンペルオキシダーゼ(MnP) MnP 生産の

制御機構について検討を行い、使用培地によって MnP2 が MnP３が生産されることを認

め、それぞれの遺伝子発現が転写レベルで制御を受けることを認めた。 

t

古紙糖化酵素分解による糖類生成技術の実用化に即して、スケールアップした酵素反応槽

を用いて PPC 紙の糖化を試みた。反応中の攪拌は糖化を促進し、１％の上質紙をほぼ９

時間で完全に糖化できることが認められた。また、生成物の濃度が約２％を越えると糖化

反応阻害が起こるため、生成物濃度を制御可能な反応槽の設計について検討を開始した。 
                                                

２．４項では、菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する基礎研究を米国

RITE カリフォルニア大分室で実施した。Clostridium cellulovorans の生成するセルロソ

ームの MiniCbpA1, 6, 9 の発現、精製、および結合特性について検討を行った。また、XynA, 

EngM を含むミニセルロソームと、セルロソーム酵素では無い ArfA によるコーン繊維の分

解を試みたところ、同時もしくは連続的に ArfA と XynA を用いた場合に糖化に対して相

乗効果が有ることが認められた。さらに、C. cellulovorans のセルラーゼおよびヘミセルラ

ーゼ遺伝子の発現調節について mRNA レベルでの解析を行い、セルラーゼ発現に糖類の存

在が影響することが明らかになった。 
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第３章 バイオコンバージョン技術の開発 

 

３．１ 概要 

RITE 独自に開発したコリネ型細菌である RITE 菌（Corynebacterium glutamicum R）は、

嫌気的条件下において生育を停止するが、糖類からのエネルギー生成系の活性は維持する。

さらに糖類から炭素数３の化合物を生成し、菌体外の二酸化炭素を固定して炭素数４の有

機酸等を生成する。この特徴を利用した新規バイオコンバージョン技術は、増殖を見込ん

だ空間を必要とせず、反応開始時において菌体濃度を高く設定することが出来るため、単

位容積、単位時間あたりで高い生産性が得られる。さらに、増殖によるエネルギー消費が

無いことから、糖類から有機酸を高効率で生成できるなどの利点を有している。 

本章では、糖類から有用物質を生産するための新規バイオコンバージョン技術の開発と、

本技術による二酸化炭素固定効率、及び有機酸生産効率の向上を目的として、糖類からの

エネルギー生成の効率化、および菌体外からの二酸化炭素の組み込み反応の効率化に関す

る要素技術について検討を行った。  

 

３．２項では、糖類からのエネルギー生成の高効率化を目的として検討を行った。基礎

技術確立の一環として、RITE 菌のゲノム解析、及び嫌気条件下における特異的なタンパク

発現解析をプロテオミクス手法によって行った。続いて、糖類からのエネルギー生成の効

率化を目的として、エネルギー生成経路酵素 GAPDH の酵素活性へ及ぼす菌体内物質濃度

の影響、RITE 菌のβ-グルコシドの利用性に関わる代謝制御機構の解析、及び嫌気条件下

におけるエネルギー生成系の（活性化因子の）解析について検討を行った。さらに、実用

化を視野に入れた RITE 菌による連続的有機酸生成反応を試みた。 

 

３．３項では、RITE 菌の炭酸イオン組み込み反応の高効率化を目的として検討を行った。

各炭酸固定酵素遺伝子を破壊した RITE 菌を用いて、嫌気条件下における炭酸イオンの組

み込み反応の代謝解析を行った。また、「CO2 取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の

探索」を京都大学に再委託し、細胞内 C1 化合物代謝に必須なホルムアルデヒド固定酵素の

性質と遺伝子発現の調節機構についての知見を得た。 

 

 ３．４項では、本章の研究成果をまとめた。 
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３．２ 糖類からのエネルギー生成の高効率化 

 

3.2.1 Corynebacterium glutamicum R 株 のゲノム解析 

 

(1) 要約 

RITE 微生物研究グループでは、グループが標準的に使用している C. glutamicum R 株 の

ゲノム解読を行い、3314179 bp（GC 含量 54.1 %）の環状ゲノム配列と、49120 bp（GC 含

量 53.9 %）の環状プラスミド配列を得た。推定された CDS（Coding sequence）数はそれぞ

れ 2990, 28 である。C. glutamicum R 株ゲノム塩基配列を、最も近縁の C. glutamicum 

ATCC13032 株ゲノム塩基配列と比較した結果、ATCC13032 株において外来性が示唆され

ている 200 kbを超える配列がR株には存在しないことを見出した。これに対し、C. efficiens、

C. diphtheriae との比較ではゲノム配列全体にわたる連続した相同性を確認した。

Mycobacterium との比較では、相同性の高い領域を数多く確認したが、ゲノム上における

相同配列の位置保存性は乏しかった。C. glutamicum R 株 全 CDS 3018 について、現在のと

ころ機能が未知のものが約 40 %ある。また、ATCC13032 株とは 84 %、C. efficiens を含め

た 3 種では 68 %の CDS がオーソログ遺伝子であると認められた。得られた CDS 機能情報

から、C. glutamicum R 株を用いた糖からコハク酸生成における代謝パスウェイを網羅的に

提示し、本プロジェクトにおいて重要である解糖系、TCA サイクルに関与する遺伝子の、

ゲノム上における位置を確認し遺伝子クラスターの可能性を示した。 

 

(2) 緒言 

 キャピラリーシーケンサの開発により DNA 配列のシーケンスが飛躍的に高速化したの

に加え、ホールゲノムショットガン法がゲノム解読の手法として確立されたことにより、

インフルエンザ菌 1)をはじめとしたゲノム解読プロジェクトが世界中で進行することとな

った。特に、微生物ゲノムは長さが数百万塩基で、比較的短時間でゲノム解読可能なこと

から、2003 年 3 月 31 日現在、112 種類 2)の微生物ゲノムがすでに解読済みである。 

 Corynebacterium glutamicum （以後、C. glutamicum ）は、アミノ酸の生産菌として重要

な工業的微生物であり、糖代謝能が高い、細胞壁が厚い、溶菌しにくいなどの特徴が知ら

れている。RITE 微生物研究グループでは、C. glutamicum を嫌気条件下において分裂を抑

制しながら、糖と CO2を栄養源として有機酸等、有用物質を生成する現象を見出した 3)。

本プロジェクトは、この現象を、バイオマス資源から変換して得られる糖と地球温暖化の

原因物質である CO2に適用し、生分解性プラスチックの原料として注目されているコハク

酸を生産することを目指したものである。生産効率をあげることは、バイオマス資源の有

効利用、省エネルギー、CO2 利用の観点から大変重要であり、当研究グループでは代謝工

学的改変により高効率生産株の創製を目指している。確実な改変には、ゲノム配列やゲノ

ム配列から得られる代謝パスウェイの情報などが欠かせない。そこで、本研究グループで
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は、グループが標準的に使用している C. glutamicum R 株 のゲノム解読をホールゲノムシ

ョットガン法により行った。ベースコール、アセンブルは、Phred/Phrap/Consed4)により行

い、約 66000 断片の結合により、3314179 bp（GC 含量 54.1 %）の環状ゲノム配列と、49120 

bp（GC 含量 53.9 %）の環状プラスミド配列を得た。表 3.2.1-1 に、ゲノム解読が終了して

公開データベースに登録済みの C. glutamicum ATCC13032、C. efficiens 5)、C. diphtheriae 6) の

ゲノム長、GC 含量、公開されているプラスミドの個数を比較した結果を示す。図 3.2.1-1

に は 、 表 3.2.1-1 で 示 し た 微 生 物 の 16s rRNA の 塩 基 配 列 を 、 Clustal W

（http://clustalw.genome.ad.jp/ パラメターはデフォルト）によってアラインメントし、無

根系統樹を描いた結果を示す。アラインメントの結果では、C. glutamicum R は、C. 

glutamicum ATCC13032 、C. efficiens 、C. diphtheriae の順に近縁であることは明らかであ

る。表 3.2.1-1 で、C. glutamicum R は、C. glutamicum ATCC13032 とゲノム長、GC 含量と

も大変近い値であることも確認することができる。ただし、ATCC13032 株にはプラスミド

が報告されていない。これに対し、C. efficiens はアミノ酸生産を高温で行うことができる

ことで知られ、ゲノム長はやや短く、GC 含量が高いことが特徴である。C. diphtheriae は、

GC 含量は同様であるが、病原性があり、ゲノム長も短い。C. glutamicum R に認められた

約 50 kb のプラスミドは、コリネ型細菌で報告されている中では最も大きなプラスミドで

ある。現在 NCBI の Entrez Genome の微生物のプラスミド 7)に登録されているコリネ型細

菌プラスミドを表 3.2.1-2 に示す。C. efficiens で見出されているプラスミド（NC_004320）

が同程度の長さである。 

本項目「3.2.1 Corynebacterium glutamicum R 株 のゲノム解析」では、得られた C. 

glutamicum R ゲノム配列と近縁種ゲノム配列を比較することにより、全体的な C. 

glutamicum R 株 ゲノム配列の特徴を見出すことから始める。続いて、ゲノム配列上におい

て推定されたCDSの機能解析を行い、他のコリネ型細菌の全CDSとの相同性検索により、

コリネ型細菌において保存されているオーソログ遺伝子を見出し、その機能検討を行った。

C. glutamicum R 株 に存在する遺伝子の機能が明らかになると、同時に代謝経路上の酵素

遺伝子の有無も明らかとなる。そこで、C. glutamicum R 株を用いた糖からコハク酸生成は

どのようなパスウェイを利用しているか、利用可能なパスウェイの網羅的提示を行った。

最後に、本プロジェクトにおいて重要な遺伝子の、ゲノム上における位置を確認すること

で、同一プロモーターにより発現が制御される遺伝子クラスターの可能性を示した。 
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表 3.2.1-1 ゲノム配列が公開されているコリネ型細菌との比較 

Strain Length G+C Plasmid 

Corynebacterium glutamicum R 3314179 bp 54.1 % 1 

Corynebacterium glutamicum ATCC13032 3309401 bp 53.8 % 0 

Corynebacterium efficiens 3147090 bp 63.1 % 2 

Corynebacterium diphtheriae 2488635 bp 53.5 % ? 

 

 

図 3.2.1-1  C. glutamicum R とゲノム解読済みの近縁種との近縁関係（16s rRNA 配列を

Clustal W によってアラインメントして得られた無根系統樹） 

 

表 3.2.1-2 コリネ型細菌のプラスミド（NCBI Entrez Genome 微生物プラスミド 7）） 

Strain Accession Length Published 

Corynebacterium callunae NC_003090 4109 bp Aug 28 2001 

Corynebacterium diphtheriae NC_003239 4191 bp Nov 24 2001 

Corynebacterium efficiens NC_004319 23743 bp Oct 1 2002 

 NC_004320 48672 bp Oct 1 2002 

Corynebacterium glutamicum NC_001456 3054 bp Jun 14 1993 

 NC_001791 4885 bp Feb 10 1997 

 NC_002099 2444 bp Mar 20 1993 

 NC_001385 4448 bp Apr 28 1993 

 NC_002115 4457 bp Nov 18 1986 

 NC_001415 19751 bp Apr 14 1999 

 NC_003227 27856 bp Nov 22 2001 

 NC_004533 4603 bp Jan 12 2003 

 NC_004534 6758 bp Jan 12 2003 

 NC_004535 19218 bp Jan 12 2003 

Corynebacterium jeikeium NC_002775 7617 bp May 13 2001 

 NC_003080 14323 bp Aug 22 2001 

 NC_003442 10904 bp Mar 11 2002 

 NC_003490 14875 bp Mar 27 2002 
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(3) 材料と方法 

C. glutamicum R 株 ゲノム配列と近縁種ゲノム配列との比較として、C. glutamicum R 株

ゲノム塩基配列に対し、ゲノム解読済のコリネ型細菌（C. glutamicum ATCC13032、C. 

efficiens、C. diphtheriae）、2 種類のマイコバクテリウムのゲノム配列と BLASTN 相同性検

索を行い、ゲノムゲノムプロットにより、ゲノムスケールでの配列相同性、位置保存性を

視覚化した。最も近縁の  C. glutamicum ATCC13032 株  との比較には、別途 TIGR

（ http://www.tigr.org/ ） 開 発 の ゲ ノ ム 高 速 ア ラ イ ン メ ン ト ツ ー ル MUMer8)

（http://www.tigr.org/software/mummer/）を用いて、2 つのゲノムのアラインメントを行い、

より詳細に検討した。 

C. glutamicum R 株 の CDS 予測には、GeneMark HMM9)（http://opal.biology.gatech.edu 

/GeneMark/）及び Glimmer10)11)（http://www.tigr.org/software/glimmer/）の２つの遺伝子予測

ツールを併用した結果、C. glutamicum R 株 3314179 bp のゲノム配列に対して 2990 個、

49120 bp のプラスミド配列に対して 28 個の CDS を特定している。これらの CDS に対して、

CglR0001 – CglR2990, CglRp0001 – CglRp0028 と CDS 番号をつけている。図 3.2.1-2 に、C. 

glutamicum R 株のゲノムマップを示す。円周外側がゲノム正方向にコーディングしている

遺伝子、内側には負方向にコーディングしている遺伝子を示している。 

 

 

図

 

C. glutamicum R 

 

3314179 bp 
  

 

 

 

3.2.1-2  C. glutamicum R 株 のゲノムマップ 
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 ゲノム、プラスミドに存在する 3018 個の CDS の機能解析は、CDS の塩基配列をアミノ

酸 配 列 に 翻 訳 し 、 NCBI で 管 理 さ れ て い る 全 ア ミ ノ 酸 デ ー タ ベ ー ス nr

（ ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/db/nr.tar.gz）、EBI で管理されているアミノ酸データベース

swissprot （ ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/db/swissprot.tar.gz ）、ファミリーデータベースの

Pfam(GCG Wisconsin package ,  http://www.accelrys.com/products/gcg_wisconsin_package/ 

index.html ) 、NCBI の COG（Clusters of Orthologous Groups）データベース 12)13)

（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/, ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pub/COG/）との BLAST 相同性検索、

および、NCBI BLASTCLUST による C. glutamicum R 株 全 CDS 間の相同性を利用したクラ

スター解析同士により進めている。3018 個の遺伝子の機能の分類は、NCBI COG に対して

相同性検索を行った情報に基づいた。 

C. glutamicum R 株 全 CDS と近縁種の全 CDS との比較は、アミノ酸レベルで行った。

C. glutamicum R 株 ゲノム全 CDS アミノ酸配列と、 C. glutamicum ATCC13032、 C. efficiens、

Mycobacterium、 Bifidobacterium longum の全 CDS アミノ酸配列の間で BLASTP、evalue 1e-4

の相同性検索を行い、双方向ベストヒットの情報からコリネ型細菌に共通するオーソログ

遺伝子について知見を得た。双方向ベストヒットとは、C. glutamicum R 株 と C. glutamicum 

ATCC13032株 の比較を例にとると、C. glutamicum R の各CDSをC. glutamicum ATCC13032

の全 CDS に対して相同性検索を行い、最もスコアの高いべストヒットを抽出し、C. 

glutamicum ATCC13032 の各CDSをC. glutamicum Rの全CDSに対して相同性検索を行い、

同様に最もスコアの高いベストヒットを抽出し、両ゲノム間でベストヒットが 1 対 1 対応

している CDS を指す。これは 2 つのゲノム間でオーソログ遺伝子を探索する標準的な方法

である 14)。 

 C. glutamicum R 株による、糖からコハク酸生成の代謝経路の網羅的抽出は、京都大学

KEGG （ http://www.genome.jp/kegg/ ） の Metabolic Pathway デ ー タ ベ ー ス

（http://www.genome.jp/ kegg/metabolism.html）に収蔵されている C. glutamicum についての

代謝経路上酵素遺伝子の有無情報をそのまま利用した。C. glutamicum の情報は  C. 

glutamicum ATCC13032 株 ゲノム情報に基づいているが、上記のアミノ酸レベルの比較に

より、主要代謝系の遺伝子はほぼ C. glutamicum ATCC13032 株と共通であることを確認し

ている。 

遺伝子クラスターの可能性については、解糖系、TCA サイクルに関与する遺伝子の C. 

glutamicum R 株 ゲノム上における位置と CDS 番号の確認から、複数の遺伝子の隣接が認

められたものを抽出した。 
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(4) 結果と考察 

 

① C. glutamicum R 株 ゲノム塩基配列と近縁種ゲノム塩基配列との比較 

 

図 3.2.1-3 に、C. glutamicum R 株のゲノム配列と C. glutamicum ATCC13032 株のゲノム配

列の比較結果をゲノムゲノムプロットで示す。図中の点は BLASTN 相同性検索で Evalue 

1e-10 以下の相同性を示す箇所を示している。図中縦軸 300 kb には、ゲノム配列中の位置

を問わず、比較対象ゲノム中に C. glutamicum R 株と相同性を有する箇所があるかないか

を示している。同様に横軸 300 kb には、比較対象のゲノム配列が、C. glutamicum R 株ゲ

ノム中に相同性を有する場合に点を打っている。ゲノムの一番目の塩基は、いずれも複製

開始タンパク DnaA としているため、相同性は原点からはじまるように見える。点は図中

対角線状に C. glutamicum R 株 の 1.9 Mb、 C. glutamicum ATCC13032 株 の 1.75Mb まで連

続している。ここで点が途切れ、再び、C. glutamicum R 株 の 1.9 Mb、C. glutamicum 

ATCC13032 株 の 2 Mb からゲノムの最終塩基（環状なので、次は最初の塩基）まで相同

性が連続していることが分かる。これは、C. glutamicum ATCC13032 株の 1.75 – 2 Mb にわ

たる 200 kb を超える配列が R 株には存在しないことを意味している。この 2 株の比較をさ

らに詳細に行うため、高速ゲノムアラインメントツールの MUMer8)を用いた。非常に近縁

な 2 つのゲノム配列に対して適用すると 1 塩基の差異までも結果ファイルに出力される。

このデータを精査し、2 株でギャップなしアラインメントが可能であった領域のみを結合

した配列を作成した。長さは約 2.7 Mb で、ゲノム長の 82 %であった。作成した配列に対

し、各ゲノム独自の配列を挿入すると、C. glutamicum R、C. glutamicum ATCC13032 のゲノ

ム配列となる。図 3.2.1-4 に、 C. glutamicum R 株の挿入配列の位置と長さを上方に、C. 

glutamicum ATCC13032 株 の挿入配列の位置と長さを下方に示した。R 株では約 50 kb が 2

箇所にあり、多数の挿入配列が見られる。1 kb 以上の挿入配列がゲノム長の 13 ％に及ぶ。

これに対し、ATCC13032 株は、数は少ないが、200 kb を超える巨大な挿入配列が特徴的で

ある。この 200 kb 超の配列は、ATCC13032 株についての論文 15)において、GC 含量が他の

領域と比較して低く、既知の蛋白質とほとんど相同性の見られない箇所として、外来性が

示唆されている箇所であり、図 3.2.1-3 において 2 つのゲノム配列の配列相同性の連続性が

途切れる原因となった配列そのものである。これらの解析により、ATCC13032 株において

外来性が示唆されている 200 kb を超える巨大な領域は、R 株には存在しないことが明らか

になった。 

 

 161



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Corynebacterium glutamicum  R [kbp]

C
. g

lu
ta

m
ic

um
 A

TC
C

13
03

2 
[k

bp
]

 
図 3.2.1-3 C. glutamicum R 株 と C. glutamicum ATCC13032 株 のゲノム塩基配列の比較 
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図 3.2.1-4 MUMer による C. glutamicum R、C. glutamicum ATCC13032 ゲノム配列のアライ

ンメント。横軸：ギャップなしアラインメントが可能な領域を結合した配列 
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図 3.2.1-5 に、他のコリネ型細菌（C. efficiens、C. diphtheriae）、2 種のマイコバクテリウ

ムとのゲノム配列の比較結果を示す。コリネ型細菌間では、相同性が図中およそ対角線上

に連続的に存在し、C. glutamicum ATCC13032 株との比較時に見られたような相同性の不連

続性は認められなかった。つまり、C. glutamicum ATCC13032 株の外来性が示唆されている

200 kb 超の配列は、コリネ型細菌に一般に見られる配列ではなく、ATCC13032 株に特徴的

であることが分かる。マイコバクテリウムとの比較では、相同性の高い箇所は数多く見受

けられるものの、ゲノムの位置保存性までは高いとはいえない。このように、明らかにコ

リネ型細菌のゲノム配列はコリネ型細菌の特徴を有しており、すでにアミノ酸の工業的生

産菌として利用されている現状を考えれば、改変の際コリネ型細菌に保存されている遺伝

子配列にまず注目すべきであるだろう。 
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図 3.2.1-5 C. glutamicum R 株 ゲノムの近縁微生物ゲノムとのゲノム塩基配列比較 
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② C. glutamicum R 株 CDS の機能分類 

  

C. glutamicum R 株 CDS の機能解析、つまりアノテーションは、BLAST 相同性検索、Pfam

ファミリー分析、NCBI COG 解析、クラスター解析を併用して行っているが、遺伝子の機

能分類については、NCBI COG を用いた。特定した CDS の塩基配列をアミノ酸配列に翻訳

し NCBI の COG （ Clusters of Orthologous Groups ） デ ー タ ベ ー ス 12)13) 

（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/  ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pub/COG/）に対して相同性検索を

行った情報に基づき、機能分類を行った結果を図 3.2.1-6 に示す。COG は 18 の機能に分類

され、それぞれにアルファベットが付されている。COG データベースにヒットしなかった

CDS は、”Not in COG”に分類した。18 の機能は、翻訳、転写、複製に関わる遺伝子群

の”Information storage and processing”、細胞分裂に関わる”Cellular process”、さまざまな代謝

に関わる”Metabolism”、機能があいまいな”Poorly characterized”の４つの大分類に分かれる。

図 3.2.1-6 に示された機能分類の割合は、C. glutamicum ATCC13032 株における割合 15)とほ

ぼ等しかった。また、COG データベースにヒットしない ”Not in COG”は全体の

23 ％、”Poorly characterized”とされた CDS とあわせると、約 40 ％の CDS の機能が未知で

ある。 

 

 

 

図 3.2.1-6  C. glutamicum R 株 全 CDS 3018 個の機能分類（NCBI COG データベースに基づ

く） 
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③ C. glutamicum R 株 全 CDS と近縁種全 CDS 間のアミノ酸レベルでの比較 

 

a. Evalue の検討 

  

本項では、全 CDS 間のアミノ酸レベルでの比較ゲノムを行い、オーソログ遺伝子を見出

すことを目的とする。しかしながら、その相同性検索の閾（しきい）値の取り方で簡単に

オーソログ遺伝子数が変化してしまう。閾値としては、Evalue とアラインメント長が考え

られるが、ここでは、Evalue の、双方向ベストヒット数への影響を検討することとした。

ここでは、C. glutamicum R 株 全 CDS と C. glutamicum ATCC13032 株 全 CDS の双方向ベ

ストヒットをサンプルとする。R 株ゲノム配列を R、ATCC13032 株のゲノム配列を

ATCC13032 とし、それぞれの配列データベースを formatdb コマンドにより作成し、以下の

コマンドにより BLAST 相同性検索を行った。1e-x が Evalue であり、x には 1 から 50 の整

数を代入することにより、Evalue の影響を検討した。 

 

>blastall –p blastp –i R –d ATCC13032 –FF –e1e-x –o R_ATCC13032.txt 

>blastall –p blastp –d R –i ATCC13032 –FF –e1e-x –o ATCC13032_R.txt 

 

出力ファイルである R_ATCC13032.txt、ATCC13032_R.txt より、自作の Bioperl（Perl 言語

の Bio 用に開発されたモジュール群 http://bioperl.org）スクリプトによりベストヒットの

みを抽出し、Microsoft Excelのワークシート上に2つの表を作成した。2つの表を見比べて、

双方向ベストヒットを確認する。（Excel の vlookup、if 程度の関数を用いることにより簡単

にできる）図 3.2.1-7 に、Evalue の、ヒット数、双方向ベストヒット数に対する影響を示す。

ヒット数はEvalueが大きくなるに従って増加し、1e-4を超えると大きく増加する。これは、

Evalue が大きいため、アラインメント長が短くてもヒットとなりはじめるからである。こ

れに対し、双方向ベストヒット数は飽和することが確認された。そこで、以下の解析では、

Evalue を 1e-4 に設定して、双方向ベストヒットを検討し、オーソログ遺伝子と考えた。 

 

b. 近縁種ゲノムの全 CDS 間 双方向ベストヒット 

 

表 3.2.1-3 に、C. glutamicum R 株 全 CDS のうち、C. glutamicum ATCC13032 株 とオーソ

ログな遺伝子、C. glutamicum ATCC13032、C. efficiens の 3 種でオーソログな遺伝子を、NCBI 

COG に従って機能分類した結果を示す。C. glutamicum 2 株間オーソログ遺伝子は、BLASTP 

E-value 1e-4 の双方向ベストヒットにより、3 株間共通遺伝子は、C. glutamicum 2 株間のオ

ーソログ遺伝子と C. efficiens 全 CDS アミノ酸配列との BLASTP E-value 1e-4 の双方向ベス

トヒットにより選定した。表中カッコ内の割合は、C. glutamicum R 株 の CDS 数との個数

比較である。C. glutamicum 2 株間では C. glutamicum R 株 がもつ遺伝子の 84 ％が共通であ

 165



り、3 株間では 68％という結果を得た。2 株間で共通しない 16 ％は、図 3.2.1-4 の R 株挿

入配列に含まれている CDS であることが予想される。オーソログ遺伝子の割合を機能分類

別にみると、Not in COG に属する遺伝子の保存割合が低いが、これはそもそもオーソロガ

ス遺伝子グループに属さない遺伝子のため、代々伝わりにくいことは容易に推測すること

ができる。しかしながら、大分類“Poorly characterized”に属する”General function prediction 

only”と”Function unknown”に該当する遺伝子の保存割合は、全体のオーソログ遺伝子の割

合とほぼ等しく興味深い。これらは機能未知遺伝子であっても重要であると考えられる。

また、翻訳、アミノ酸、核酸関係の遺伝子の保存割合が高く、C. glutamicum の特徴を示す

遺伝子が多く含まれている可能性が示唆された。 

C. glutamicum R 株 全 CDS と、Mycobacterium tuberculosis H37Rv、 Mycobacterium leprae, 

Bifidobacterium longum の全 CDS 間の双方向ベストヒット数は、それぞれ 1405 個、1012

個、874 個であった。特に、Mycobacterium tuberculosis H37Rv との比較で得られた 1405 個

は、C. glutamicum R 株 全 CDS 3018 個の 47 %に相当する値であり、図 3.2.1-1 の近縁関係、

図 3.2.1-5 の相同性を裏付ける結果となっている。ゲノム配列の保存性には乏しいが、遺伝

子レベルでは Mycobacterium に関する知見も参考にしていくことが肝要である。 
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図 3.2.1-7  C. glutamicum 全 CDS の双方向性ベストヒット解析における Evalue の影響 
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表 3.2.1-3 コリネ型細菌間で保存される遺伝子（NCBI COG で分類） 

 

 

 

 

 

 167



④ C. glutamicum R を用いたコハク酸生産に関する代謝パスウェイの網羅的抽出 

 

代 謝 経 路 の デ ー タ ベ ー ス と し て は 、 京 都 大 学 で 運 営 し て い る KEGG

（http://www.genome.jp/kegg/）の Pathway がよくまとめられている。Pathway には、ゲノム

が解読されて公開されている微生物について、数々の代謝マップ上の関連遺伝子の有無が

示されている。C. glutamicum R 株は配列未公開であるため、Pathway 上にデータが存在し

ない。しかしながら、Pathway には、C. glutamicum の Pathway データとして、ゲノム配列

が公開されている C. glutamicum ATCC13032 株 のデータが存在する。表 3.2.1-3 より、C. 

glutamicum R と ATCC13032 は、全 CDS の 16 %が異なるが、この 16 %には機能未知遺伝

子が多く、C. glutamicum R 株 の主要代謝経路は、ATCC13032 株のそれとほぼ同一とみな

すことができる。対象とする代謝経路上に C. glutamicum R と ATCC13032 間で共通しな

い遺伝子が存在するときのみ、追加検討することとした。 

図 3.2.1-8 に、KEGG における、C. glutamicum の解糖系、TCA サイクル、ピルビン酸経

路についての代謝マップを示す。代謝マップ上の酵素番号に色がついているものが C. 

glutamicum に存在する酵素遺伝子である。この代謝マップにおいて、出発物質である糖か

ら目的物質のコハク酸まで、色がついている酵素番号をたどることによりコハク酸生成経

路を検討することが可能となる。 

まず、糖からの代謝産物であるホスホエノールピルビン酸からコハク酸までの生成経路

を考えた。経路抽出の網羅性を保つため目的物質であるコハク酸から、色がついている酵

素番号をたどっていくこととした。具体的には、化合物データベースであるKEGG LIGAND 

（http://www.genome.jp/ligand/）の Search LIGAND において、”succinate”を検索し、succinate

が含まれる代謝マップを知る。（検索画面は図 3.2.1-9） これらすべての代謝マップ（C. 

glutamicum のマップ）をひとつずつ目視し、となりの化合物に酵素遺伝子によりつながっ

ているものをすべて抜き出した。succinate に対しては、fumarate, valine, Succinyl CoA, 

isocitrate の 4 つであった。このそれぞれの化合物について、同様の作業を行い、ホスホエ

ノールピルビン酸に到達するまで繰り返した。結果を図 3.2.1-10 に示す。嫌気条件下にお

いて一般的に知られる TCA サイクルの逆周りの他に、アミノ酸経由、グリオキシル酸経路

などの経路が存在することが分かる。可能な代謝経路をすべて把握することにより、網羅

的な代謝工学的改変が可能となる。 
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図 3.2.1-8  C. glutamicum の解糖系（上）、TCA サイクル（中）、ピルビン酸経路（下） 色

がついている酵素が C. glutamicum に存在する酵素遺伝子（KEGG Pathway） 
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図 3.2.1-9  succinate（コハク酸）を含む代謝経路の検

 

図 3.2.1-10   C. glutamicum におけるホスホエノールピルビ

路の網羅的抽出 
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次に、ホスホエノールピルビン酸より上流にあたる、糖代謝経路について検討した。い

わゆる解糖系（Emden-Meyerhof-Parnas, EMP 経路）が存在することは図 3.2.1-8 より明らか

であり、ペントースリン酸経路上で働く酵素遺伝子もまたすべて存在することも分かった。

（図 3.2.1-11：C. glutamicum のペントースリン酸経路の代謝マップ） 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-11 C. glutamicum のペントースリン酸系、その他の解糖系（KEGG Pathway） 
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⑤ 遺伝子クラスターの検討 

 

解糖系、TCA サイクルに関与する主要な酵素遺伝子について、図 3.2.1-12 に、C. 

glutamicum R 株ゲノム上での位置を示した。視覚化することにより、解糖系、TCA サイク

ルに関与する主要な酵素遺伝子の中に、互いが近接しているものがあることが分かった。

図 3.2.1-12 には、このような箇所を 3 箇所示している。①は、既往の研究 16)でもオペロン

と認められているものである。②③については、これらをオペロンとする既往の研究は見

当たらないため、単に遺伝子が隣り合っているだけで別個に制御されている可能性も高い。

しかしながら、実験上、遺伝子破壊や高発現などが困難であったとき、遺伝子クラスター

を形成している可能性を、ゲノム情報から把握しておくことは重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-12 解糖系、TCA サイクルに関与する主要な酵素遺伝子の C. glutamicum R 株ゲノ

ム上における位置と遺伝子クラスターの可能性 
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3.2.2 嫌気条件下、特異的発現・抑制蛋白質の発現パターンの解析 

 

(1) 要約 

コリネ型細菌を高密度に充填したリアクターを用いた嫌気条件下での有機酸生産プロセ

スのさらなる効率化のため、好気培養中および嫌気反応条件下におけるコリネ型細菌の代

謝系の変化をタンパク質レベルで網羅的に調べることを目的とし、２次元電気泳動による

解析を行った。ジャーファーメンターを用いて好気的に培養した C. glutamicum R 株の対

数増殖期の細胞、および嫌気条件下において物質生産を行わせた細胞を採取、破砕し、そ

の可溶性画分を２次元電気泳動によって分離した。これらの泳動プロファイルを比較し、

発現量に変化の見られるタンパク質を中心に LC-MS/MS 等によって同定した。量的に増

加したタンパク質の中には、解糖系と TCA サイクルの 4 つの酵素が含まれており、嫌気

条件下においたコリネ型細菌の有用物質生産プロセスとしての有効性を裏付ける結果とな

った。 

 
(2) 緒言 

コリネ型細菌はグルタミン酸生産等に用いられている、産業上きわめて重要な細菌の一

つである。本プロジェクトでは、このコリネ型細菌を高密度に充填したコンパクトなリア

クターを用いた、嫌気条件下での有用物質生産プロセスを開発している。これは、この細

菌が強力な代謝経路を持ち、嫌気条件下におくことによって分裂が抑制され、その分裂抑

制条件下においても代謝機能を長期間、安定して維持するという性質を利用したものであ

る。この生産プロセスのさらなる改良のためには、嫌気条件に対するコリネ型細菌の応答

について、mRNA レベル、タンパク質レベル、酵素活性レベルで解明を進めることが必要で

ある。本章では、コリネ型細菌の嫌気応答のタンパク質レベルでの網羅的解析手法である

プロテオミクス解析について、好気的条件下、活発に増殖している細胞と嫌気的な分裂抑

制条件下、物質生産を行わせた細胞とのタンパク質プロファイルの比較を行なった結果を

報告する。 

 

(3) 材料と方法 

① 培養とサンプリング 

 菌株は Corynebacterium glutamicum R を用いた。培養は 1 l 容のジャーファーメンター

で、500 ml の、尿素を除き、消泡剤としてディスフォーム（日本油脂株式会社）を 0.1%

加えた A培地を用いて行った。培養温度 33℃、回転数 1000rpm、曝気量 2 vvm で、pH は 5 N 

のアンモニア水によって 7.6 に維持した。主要な炭素源としてグルコースを初発濃度 4%と

して加え、培地中のグルコースがなくなる培養開始後約 9時間後と 12 時間後に、それぞれ

同じ量を添加した。好気条件下で増殖している細胞としては、対数増殖期において十分な

酸素が存在する条件下でサンプリングしたものを用いた。嫌気的な分裂抑制条件下におけ
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る物質生産時の細胞としては、上記のように培養した細胞をいったん回収、洗浄したあと、

尿素を除いた BT 培地に 5％ (w/v)という高濃度で再懸濁し、これに酸素を供給せずに

200rpm で緩やかに攪拌した状態で初発濃度 4%のグルコースを加え、コハク酸や乳酸を生産

するプロセスからサンプリングしたものを用いた。サンプリングの際は所定の時間に培養

を採取し、すぐに氷水冷したガラス容器に移して 15 分間冷却後、遠心して細胞を取り、4℃

に冷却した 0.9% w/v NaCl 溶液で 1 回洗浄した後、遠心した細胞を-80℃で保存した。 

 

② 2 次元電気泳動 

 採取した細胞の可溶性画分の 2次元電気泳動を以下のようにして行った 3, 19)。機器、お

よび泳動用試薬は Amersham Bioscience のものを用いた。 

OD610×培養量 (ml)＝100 に相当する細胞を 2 ml の TE buffer（10 mM Tris-HCl pH8.0、1 mM 

EDTA、1 mM CompleteTM （Roche））に懸濁し、0.5 g のグラスビーズ（150-210 μm、Polysciences, 

Inc.）と共に超音波破砕した。これを 4℃で 5000 g ×15 分間 遠心した上清を、さらに 4℃

で 150000 g ×90 min 遠心した。上清を 4℃に冷却し、-20℃に冷却したアセトンを 9倍量

添加して攪拌後、-20℃で一晩保持した。これを 4℃で 5000 g ×5 分間 遠心し、上清を除

き風乾させた沈殿を solubilization buffer（9M Urea、4% CHAPS、1% DTT、1% w/v Pharmalyte 

pH3-10）1.0 ml で溶かし、室温で 1時間激しく攪拌させて溶解させた。これを室温で 15000 

g×15 分間遠心し、上清のタンパク質濃度を測定したあと、300 μg のタンパク質を 350 

μl の solubilization buffer に溶解させて IPGphor のストリップホルダーに添加、18 cm

の Immobiline DryStrip pH 4.0-5.0, 4.5-5.5, 5.0-6.0 を使って以下のプログラム（約

174.5 k Vhrs）で膨潤、そのまま泳動し、すぐに-80℃で保存した。 

 膨潤   10 h 

 30 V   6 h 

 60 V   6 h 

 500 V   1 h 

 1000 V   1 h 

 8000 V へ Gradient 1 h 

 8000 V   21 h 

泳動後の 1 次元目のストリップは equilibration solution 1 および 2（0.5 M Tris-HCl 

(pH6.8)、6M Urea、30% v/v Glycerol、2% SDS に、Solution 1 では 1% DTT、Solution 2

では4.5% Iodo acetamide、少量のBPBを加えたもの）でそれぞれ15 分間平衡化し、ExcelGel 

SDS XL Gradient 12-14 にのせ、Multiphor を使ってゲル一枚あたり以下の条件で 2 次元

目の泳動を行った。 

transfer  300 V 20mA 40W × 45 min 

泳動   1000 V 40mA 40W× 約 160 min 

泳動後のゲルは Gel fixative solution（45% v/v Methanol、1% v/v Acetic acid）で固
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定し、Coomassie Blue G-250 stain（34% v/v Methanol、0.1%w/v Coomassie Blue G-250、

0.1% v/v acetic acid、17% w/v (NH4)2SO4）で染色、水で洗浄し、スキャナーで取り込ん

で、ImageMaster 2D Elite v.4.01 によって解析した。 

 

③ マススペクトロメトリー 

 泳動したゲルから染色されたタンパク質のスポットを切り取り、De-stain solution（10% 

Acetic acid、50% Methanol）で数回洗浄して脱色した後、さらに水で数回洗浄して pH を

中性に戻し、遠心エバポレータでゲルを乾燥させた。乾燥後のゲルを DTT で還元し、アク

リルアミドでシステイン残基をアルキル化させた後、トリプシン（Sequencing Grade 

Modified Trypsin （Promega））によってゲル内消化した。消化物は Micromass CapLC 

capillary LC system（Micromass）を用いて、Peptide trap によって脱塩した後、C18 キ

ャピラリーカラム （0.75×100 mm、流速 200 nL/min）で分離し、Micromass Q-TOF mass 

spectrometer（Micromass）で MS/MS 分析を行った。データは Mascot MS/MS Ions Search

（Matrix Science）を用いて、NCBI の核酸データベースに対して検索を行い、各スポット

のタンパク質を同定した。 

 

3 10

4 5 4.5 5.5 5 6

AA

BB CC DD

3 10

4 5 4.5 5.5 5 6

AA

BB CC DD

 

 

 

 

 

図3.2.2-1 １次元目の等電点の範囲の異なる2次元電気泳動のプロファイル

それぞれの等電点の範囲；A: 3-10, B: 4-5, C: 4.5-5.5, D: 5-6. 
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(4) 結果と考察 

 可溶性タンパク質を 2 次元電気泳動で分離すると、タンパク質のスポットは弱酸性領域

に集中する（図 3.2.2-1）ので、等電点のレンジの狭いゲルを重ねて使用することでスポ

ットの分離を改善した。今回はその中でも最もスポット数の多い、4.5～5.5 の領域を主な

解析対象とした。 

 現在、こうした両条件下でタンパク質量に変化が見られるものを中心として解析を進め

ている。例として、図 3.2.2-2 に示すような 30 個あまりのスポットについて解析した結

果、表 3.2.2-１に示すような 25 種類のタンパク質が同定された。 

  

 

75 kDa

50 kDa
35 kDa
30 kDa
25 kDa

15 kDa

10 kDa

1

2

8 9

21

22 23
24

25

20

15

544

16

10
7

12 17 18
19

7

14
7 13

19

6113

4.5 5.5pI

75 kDa

50 kDa
35 kDa
30 kDa
25 kDa

15 kDa

10 kDa

75 kDa

50 kDa
35 kDa
30 kDa
25 kDa

15 kDa

10 kDa

1

2

8 9

21

22 23
24

25

20

15

544

16

10
7

12 17 18
19

7

14
7 13

19

6113

4.5 5.5pI
図 3.2.2-2 同定を行ったタンパク質のプロファイル上での位置  

 

 

 

 

 

 

 178



 

 

 

表 3.2.2-１ 図 3.2.2-2のプロファイル上のタンパク質スポットの同定結果 
 

1 Transketolase 

2 Enolase (2-phosphoglycerate dehydratase) 

3 Chaperonin GroEL (HSP60 family) 

4 Fumarase 

5 Acetyl-CoA hydrolase 

6 Elongation factor Tu 

7 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

8 Phosphoserine aminotransferase 

9 Myo-inositol-1-phosphate synthase 

10 Cysteine synthase 

11 Malate dehydrogenase 

12 Translation elongation factor Ts 

13 Putative fructose-1,6-bisphosphatase 

14 Pyruvate kinase 

15 Ribosome-associated protein Y 

16 Triosephosphate isomerase 

17 Phosphoglycerate mutase 

18 ABC-type transporter, ATPase component 

19 Fructose-bisphosphate aldolase 

20 Superoxidedismutase 

21 L-2,3-Butandiol dehydrogenase 

22 Inorganic pyrophosphatase 

23 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (rotamase) 

24 10 kDa Chaperonin (Protein Cpn10) 

25 Nucleoside diphosphate kinase 
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好気的に増殖している細胞と、嫌気条件下物質生産している細胞の、それぞれのタンパ

ク質のプロファイルは図 3.2.2-3 に示すようになる。 
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図 3.2.2-3 好気増殖条件下（ と嫌気的物質生産条件下（B）で 
量の異なるタンパク質スポット（一部） 
：好気条件下で高発現しているタンパク質 

 ：嫌気条件下で高発現しているタンパク質 
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 同定したタンパク質の中で、好気増殖条件下と嫌気的な物質生産条件下でタンパク質量

 

このタンパク

に特に違いのあったものの中には、解糖系および TCA 関連の酵素がいくつか含まれていた。

すなわち、解糖系 EMP 経路の酵素であるトリオースリン酸イソメラーゼ、グリセルアルデ

ヒド 3リン酸デヒドロゲナーゼ、ピルビン酸キナーゼ、および TCA 経路の酵素であるリン

ゴ酸デヒドロゲナーゼである。これらのスポットを拡大して、両条件下でのスポットを比

較すると、図 3.2.2-4 のようになり、好気増殖条件下に比べて、嫌気反応条件下でそれぞ

れのタンパク質の量が増えていることがわかる。 
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に増殖している

倍であった。 

 

図 3.2.2-4 好気増殖条件下と嫌気的物質生産条件下で量の異なる

解糖系、TCA 関連酵素のスポットの比較 
質量を画像解析によって定量した結果、図 3.2.2-5 に示すとおり、好気的

時の量を 1 とした場合、嫌気的な物質生産時の量はそれぞれ 2.5 倍から 8
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（好気増殖条件下を 1 としたときの相対値） 
TPI、トリオースリン酸イソメラーゼ；GAPDH
3 リン酸デヒドロゲナーゼ；PK、ピルビン酸キナーゼ；MDH、リ

ゴ酸デヒドロゲナーゼ 

図 3.2.2-5 4 つの酵素のタンパク質量定量結果 

、グリセルアルデヒ
クトで開発している物質生産プロセスでは、培養したコリネ型細菌に嫌気条

 

 
 

ースを添加した場合、コハク酸や乳酸が著量生成するが、その生合成経路と

ースが解糖系を経由し、乳酸デヒドロゲナーゼによって乳酸ができ、また、

ナプレロティック経路であるホスホエノールビルビン酸カルボキシラーゼを

イクルの一部に入り、コハク酸が生成すると考えている（図 3.2.2-6）。 

つの酵素は、この経路上において図のような位置にあるが、そのタンパク質

うに増えていること、また、ここでは示さないが、嫌気条件下の細胞におい

ロゲナーゼやリンゴ酸デヒドロゲナーゼ等、関連酵素の活性が実際に上昇し

、こうした有機酸の生産や、あるいはこの代謝経路を応用した物質生産にお

型細菌を嫌気条件下において使用するというアプローチが極めて有効である

示す結果であると言える。 
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図 3.2.2-6 想定される嫌気条件下での有機酸生合成経路 
LDH、乳酸デヒドロゲナーゼ；PEPC、ホスホエノールピルビン酸カルボ

キシラーゼ；FUM、フマラーゼ；SDH、コハク酸デヒドロゲナーゼ 
 

 

好気、および通性嫌気性細菌を嫌気条件下においたときの挙動については、いくつかの

細菌種において研究がなされている。結核菌 Mycobacterium tuberculosis においては、そ

の病原性の潜伏において、酸素の不足した環境への応答が関与しているとされ、研究が進

められている 18)。大腸菌 Escherichia coli においては、モデル生物として広範な研究が

存在する。2 次元電気泳動を使った研究としては、酸素を最終電子受容体として呼吸が行

われる好気条件、嫌気条件下で硝酸塩を最終電子受容体として呼吸が行われる硝酸呼吸条

件、同じく嫌気条件下で最終電子受容体になりうる化合物を与えない発酵条件の 3つの条

件下で、発現タンパク質のプロファイルを比較した例がある 20)。 

コリネ型細菌と同じグラム陽性細菌である枯草菌 Bacillus subtilis は、当初偏性好気

性細菌と考えられていたが、1990 年代半ばに嫌気条件下でも生育すると考えられるように

なり、以来関連する遺伝子の同定とその発現制御機構について、活発な研究がなされてい
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る 15)。枯草菌は大腸菌と異なりピルビン酸ギ酸リアーゼを持たないとされ、嫌気条件下に

おける代謝経路はコリネ型細菌に近いと考えられる。この細菌の嫌気条件への応答につい

ての現在の研究状況は、以下のようなものである。 

 

B. subtilis は硝酸イオンを亜硝酸、アンモニアへと還元する反応を呼吸鎖とリンクさ

せることで硝酸呼吸によって増殖することができる。しかし、硝酸塩非存在下であっても、

グルコースとピルビン酸ないし 20 種のアミノ酸混合物があれば、窒素ガスを通気した培地

を使った静置培養において、むしろ硝酸呼吸よりも大きな速度で増殖する 8)。しかし、溶

存ガスを事前に除いた培地に好気的な状態の細胞を直接入れると、硝酸塩存在下でも生育

を開始するまでに 20 時間かかり、硝酸塩が入っていないと生育しない 5)。このときには別

の炭素源を利用するための様々なシステム、すなわち、イノシトールのための lolA, lolG, 

lolH, lolI や、メリビオースのための melA、6-フォスフォαグルコシドのための glvA が

誘導され、異化代謝産物-レスポンス様のストレス反応が起こっている 5) 。静置培養では

1 時間以内に培地中の酸素が消費されて嫌気条件になるが、この徐々に酸素濃度が減少し

ていく移行期間に酸素に依存しない酵素系が誘導され、嫌気条件下で生育していくことが

可能になると考えられている 5)。 

この発酵条件下での培養をそのまま NMR で分析して生産物を解析したところ、酢酸、エ

タノール、乳酸、アセトイン、2,3-ブタンジオールが検出された。コハク酸はピルビン酸

のピークと重なっているので生成したかどうか分からなかったが、その可能性はあるとさ

れている 8)。HPLC による分析でも、酢酸、乳酸、アセトイン、2,3-ブタンジオールが検出

されている 1)。ここから、嫌気条件下の B. subtilis では酢酸-ブタンジオール発酵が起こ

っていると考えられている。大腸菌と異なり、B.subtilis ゲノム上にはピルビン酸ギ酸リ

アーゼ遺伝子の相同遺伝子がなく、培養中にもギ酸の生成は見られない。ピルビン酸はピ

ルビン酸デヒドロゲナーゼによってアセチル CoA と二酸化炭素に分解されていると考えら

れている 8)。 

この他の B. subtilis の嫌気応答に関しては、代謝経路の詳細よりも関与する遺伝子の

調節機構について調べられている。関与する遺伝子とそれに関する知見は以下の通りであ

る。 

＜ace＞ 

ピルビン酸デヒドロゲナーゼをコードする。この活性を欠いた ace 変異株は、嫌気的に

生育することができず、発酵生産物もほとんど生成しなかった。これらの結果は、この酵

素が嫌気条件下の B. subtilis においてほとんどないしすべてのアセチル CoA 生産に関わ

っていることを示しており、これはピルビン酸ギ酸リアーゼを用いる大腸菌とは対照的で

ある 8)。 

＜alsSD＞ 

アセト乳酸シンターゼとデカルボキシラーゼの遺伝子。2,3 ブタンジオールをアセトイ
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ン経由で生成する。これを破壊しても嫌気生育には影響ない。嫌気条件下で誘導され、こ

れは部分的に酸化還元調節因子である Fnr の支配を受ける。lctEP と同様に調節されてい

ると考えられ、fnr への依存は、Fnr 誘導性の arfM によるのかもしれない。resDE の 2 コ

ンポーネントシステムは関与していない。硝酸塩によって転写が抑制されるが、これには

resDE と、narGHJI の発現が必要である。嫌気的な alsSD の発現にはさらに、細胞内 pH と

酢酸の変化に応答すると考えられる調節因子の遺伝子である alsR が必要である 1)。 

＜arfM（ywiD）＞ 

嫌気条件下で誘導される遺伝子の転写調節因子。Fnr によって嫌気的に誘導され、fnr

は resDE によって誘導されるので、間接的に resDE の支配を受けることになる。転写開始

点の上流 40.5 塩基を中心に保存された Fnr-ボックス (TGTGA-6N-TCACT) を持つ。硝酸レ

ダクターゼ遺伝子 narGHJI の上流に位置し、変異が起こると、亜硝酸レダクターゼ NasDE

の活性が激減し、硝酸呼吸生育において亜硝酸還元の寄与がなくなる。一方で、硝酸レダ

クターゼの活性は変わらない。hmp、lctEP と alsSD の嫌気的な転写も、部分的にこれに依

存している。発酵条件下での酢酸生成に関わるフォスフォトランスアセチラーゼ遺伝子

pta の転写はこの支配を受けない。自分自身を抑制し、また亜硝酸によっても抑制される 

6) 。 

＜citZ, citB, citC＞ 

クエン酸シンターゼ、アコニターゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼをコードする。好

気条件下に比べ、硝酸呼吸条件下ではクエン酸シンターゼ（citA, citZ, mmgD）とアコニ

ターゼ（citB）活性がそれぞれ1/10と1/30になった。イソクエン酸デヒドロゲナーゼ（citC）

活性は、嫌気条件下の最高値は好気条件下の 1/2 であった。これらの活性の減少は、第一

に遺伝子の発現レベルの低下が原因で、この抑制は、Fnr や ResDE によらず、カタボライ

ト調節タンパク質である CcpA と CcpB も関係ない。 

アコニターゼ遺伝子 citB のプロモータの転写開始点の-73 と-59 の間にある二分子対称エ

レメントは、カタボライトリプレッションのターゲットであり、嫌気生育中に負の制御因

子が結合する部位であると考えられてきた。この部位の前半を欠失させると、嫌気生育下

でも citB が抑制されなくなる。さらに citZ も抑制されなくなり、これはクエン酸が蓄積

するためであると考えられる。これらの結果は、citZ と citB のカタボライトリプレッシ

ョンと嫌気的なリプレッションが共通のメカニズムで調節されており、それは CcpA、CcpB、

Fnr、ResDE とは関係ないことを示している 16)。 

＜fnr＞ 

嫌気的に誘導される遺伝子の転写を活性化する転写因子。ResDE によって酸素制限下に

おいて大きく誘導される点において、大腸菌と異なる。narGHJI オペロンなどの転写を活

性化する 10)。narK-fnr のダイシストロニックオペロンを構成しており、自身のプロモータ

と共に、その上流の narK プロモータからも転写される。fnr 特異的プロモータからの fnr

の転写活性化には ResDE が必要で、narK オペロンプロモータからの narK-fnr 転写活性化
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には Fnr が必要である 8)。 

＜ftsH＞ 

発酵に関与する遺伝子。これはより少ない程度ではあるが、硝酸呼吸にも必要とされる。

8)。 

＜hmp＞ 

ヘモグロビンに相同性のあるタンパク質をコードし、嫌気条件下で誘導される。2 ドメ

インフラボヘモタンパクのファミリーに属する。このホモログは、Escherichia coli, 

Alcaligenes eutrophus, Saccharomyces cerevisiae などから単離されている。これらの

タンパク質は、アミノ末端のヘモグロビンドメインと、カルボキシ末端の酸化還元活性部

位、NAD(P)H とフラビンアデニンジヌクレオチドの結合部位（推定）からなる。hmp の発現

は酸素制限によって強く誘導され、誘導は ResDE と亜硝酸に依存する。破壊しても生育に

大きな影響はない 4, 5)。 

＜lctEP＞ 

嫌気的な発酵条件において乳酸の生成を担う、細胞質乳酸デヒドロゲナーゼと乳酸パー

ミアーゼ（推定）をコードする。lctE の変異は最終電子受容体の有無にかかわらず嫌気的

な生育をひどく妨げることから、嫌気条件下での LctE による NADH の再酸化が重要である

ことが分かる。嫌気条件下で誘導され、fnr と resDE に依存している。fnr への依存は、arfM 

(ywiD)による活性化の結果かもしれない。嫌気条件下で硝酸塩によって LctE 合成に抑制が

かかるが、これは resDE と、fnr が関与する呼吸性硝酸塩リダクターゼ遺伝子 narGHJI の

発現による 1, 5)。嫌気的な lctEP の発現には、さらに細胞内 pH と酢酸の変化に応答すると

考えられる調節因子の遺伝子である alsR が必要である 1)。 

＜narGHJI＞ 

呼吸性硝酸還元酵素をコードする。硝酸呼吸にはこのオペロンと硝酸還元酵素にモリブ

ドプテリンコファクターを供給する MoaA、 ResDE、Fnr が必要。resD と resDE の変異は、

発酵にやや影響するが、硝酸還元酵素活性と fnr は、発酵性生育には不要である。硝酸呼

吸と発酵は、異なる調節経路の支配を受けている 8)。moaA の近傍にギ酸デヒドロゲナーゼ

の相同遺伝子 narQ が存在する 2)。 

＜nasBCDEF＞ 

B. subtilis の硝酸および亜硝酸レダクターゼは、硝酸態窒素の同化にも、硝酸呼吸に

も働く。硝酸レダクターゼは narGHI に同化型、nasBC に異化型がコードされているが、亜

硝酸レダクターゼは NADH 依存型可溶性のものが一つ nasDE にあるだけで、これで両方の機

能を果たす。nasDE 遺伝子は、同化型硝酸レダクターゼ nasBC 遺伝子と亜硝酸レダクター

ゼの siroheme コファクター生合成に必要な nasF と共に nas オペロンを形成している。

nasDEF は、nas オペロンのプロモータだけでなく、nasC と nasD の間にある内部プロモー

タからも転写される。両方のプロモータからの転写は好気条件窒素制限下で窒素調節因子

TnrA によって活性化される。酸素制限下では、nasDEF の発現と亜硝酸レダクターゼ活性は
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劇的に誘導される。これは ResDE と亜硝酸の存在を必要とし、硝酸呼吸条件下では NasDEF

と NarGHI がある程度一緒に調節される 9)。 

＜pta＞ 

ホスホトランスアセチラーゼをコードしており、アセチル CoA から酢酸を合成する。

lctEP のケース同様、pta の変異は硝酸の有無にかかわらず嫌気的な生育に大きく影響する

が、酸素ないし硝酸塩依存的な pta の調節は見いだされなかった 1)。 

＜resDE＞ 

好気および嫌気的呼吸に必要な 2コンポーネントシグナル伝達システム。ResE はヒスチ

ジンセンサーキナーゼで ResD に対してキナーゼかつフォスファターゼとして機能し、リン

酸化された ResD のレベルを調節する。すなわち、酸素の存在に応じてキナーゼ、フォスフ

ァターゼ活性が変わり、嫌気条件下においては ResE のフォスファターゼ活性が抑制される。

リン酸化 ResD のレベルが上がると、嫌気条件下において Res-DE のレギュロンの発現量が

劇的に増加する 12)。これには fnr, hmp, nasD といった遺伝子があるが、それらのターゲ

ットシーケンスの解析が行われている 14)。こうしたレギュロンは、ニトロプルシドや

nitric oxideによっても誘導されるが、フラボヘモグロビン遺伝子hmpだけがnitrosative 

ストレスによって誘導される。これは、ResDE 依存的なメカニズムと、未知の Res-DE 非依

存的メカニズムによる 7)。ResDE の自発的なサプレッサー変異株が取られており、3-ホス

ホグリセリン酸キナーゼ遺伝子である pgk に変異がある。この変異によって ResD のリン酸

化が ResE に独立してできるようになるが、これは 1,3-ビスフォスフォグリセリン酸の蓄

積によると考えられている 13) 。 

膜アソシエイテッドである可能性の高い NADH デヒドロゲナーゼ（YjID、Ndh）の合成が嫌

気条件下で抑制されること、フルクトース 1,6-ビスリン酸アルドラーゼ、（FbaA）、デヒド

ロリポアミドデヒドロゲナーゼ（PhdD, Lpd）合成の嫌気的な誘導には、fnr や resDE の関

与はみられなかった 5)。 

＜sbo-alb オペロン＞ 

bacteriocin subtilosinの構造遺伝子sboAとその生産に必要なalb遺伝子群からなる。

このプロモータからの転写は、酸素制限によって高度に誘導される。転写調節は、遷移状

態調節因子である AbrB と、2コンポーネント調節タンパクである ResDE の二重の支配を受

ける 11) 。 

＜spx＞ 

遺伝子の転写の活性化は、転写活性化タンパクと RNA ポリメラーゼのαサブユニット

の C 末端との相互作用によるが、Spx はこのαサブユニット C 末端に結合して、相互作用

を阻害する「アンチα」因子である。Spx は転写活性化タンパクである ResD、ComA と

プロモータに結合した RNA ポリメラーゼとの複合体の形成を阻害する。活性化がおこる

には Spx が ATP 依存性プロテアーゼである ClpXP によって分解される必要がある 17)。 
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＜ywfI＞ 

機能未知のタンパク質をコードする。嫌気的な誘導は resDE と fnr によって調節されて

いる。発酵条件下での酢酸生成に関わるフォスフォトランスアセチラーゼ遺伝子 pta と共

通の上流領域を持つ 5) 。 

 

 Bacillus subtilis もすでに全ゲノム塩基配列が決定され、プロテオーム解析が進んで

いる。これらの遺伝子の相同遺伝子がすべてコリネ型細菌にあるわけではないが、同じグ

ラム陽性細菌として、共通するメカニズムを持つ可能性がある。今後こうした知見をコリ

ネ型細菌に重ねて考えることで、その嫌気応答を解明していくことができると思われる。 
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3.2.3 REGULATION OF GLYCERALDEHYDE-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 

FROM CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM 

 
＜要約＞ 

Corynebacterium glutamicum R のゲノム解読の結果、本菌は解糖系酵素である

glycelaldehyde-3-phosphate dehydrogenase（GAPDH）をコードする配列を 2 つ有している可

能性が示唆された。しかし、グルコースを炭素源として培養した細胞の酵素を調べた結果、

GAPDH は一種類しか発現しなかった。さらに、この細胞を約 12 時間嫌気条件に曝した結

果、GAPDH の発現量は約 7 倍に増加した。GAPDH の単離を行い、特性を調べた結果、本

酵素は NAD+ 依存的なリン酸化した GAPDH (EC 1.2.1.12)であることが明らかとなった。

本酵素の活性は細胞内の NADH/NAD+ 比の増加によって可逆的に阻害されると共に、ATP
レベルの増加や、亜鉛や 2 価の鉄イオン（Fe2+ ）の存在によっても阻害されることが明ら

かとなった。 C. glutamicum R の嫌気条件下の糖代謝制御に対する GAPDH の役割を調べ

るため、野生株と変異株（⊿gap1）の比較を行った。⊿gap1 は GAPDH をコードする 2 つ

の遺伝子の一方を破壊した株である。グルコース又はグリセロールを単一の炭素源とした

場合では、両株共に増殖が認められた。また、プロリンやグルタミン酸など糖新生の基質

となる物質を炭素源とした場合でも、両株共に増殖することが明らかとなった。このよう

に、解糖系又は糖新生に対する炭素源の要求性に関して両株に違いは認められなかったが、

栄養培地における増殖速度は野性株の方が速いことが認められた。 
 

(1) Abstract 

The genome sequence of Corynebacterium glutamicum R shows the presence of two 

putative genes encoding glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), but only one 

GAPDH enzyme was detected upon culture on glucose. Exposure of the culture to anaerobic 

conditions overnight in the presence of glucose resulted a 7-fold increase in the amount of expressed 

GAPDH. Characterization of the enzyme revealed that it was a strictly NAD+-dependent, 

phosphorylating GAPDH (EC 1.2.1.12), whose activity was inhibited at high cellular NADH/NAD+ 

ratios, elevated levels of ATP, and in the presence of zinc and iron (II) ions. To investigate the role 

of C. glutamicum GAPDH in regulation of glycolytic intermediates during glucose metabolism, two 

strains of C. glutamicum R were used: the parental wild-type strain and a ∆gap1 mutant strain, 

harboring a deletion of one of the two genes coding for GAPDH.  Each of the strains was grown on 

glucose as the glycolytic carbon source, and on fumarate and glutamate as gluconeogenic carbon 

sources.  The strains exhibited similar growth characteristics on glycolytic as well as gluconeogenic 

substrates, with the wild type strain showing higher growth on complex medium.  

 

(2) Introduction 

Widely used in the industrial production of primary metabolites such as amino acids or 

nucleotides (21), Corynebacterium glutamicum, an aerobic, non-spore forming Gram-positive soil 

bacterium, belongs phylogenetically to the actinomycetes group and is related to important 

pathogens like C. diphtheriae, Mycobacterium leprae and M. tuberculosis. Its central metabolic 

pathway and many pathways connected to amino acid production have consequently been 
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extensively studied. Corynebacterium glutamicum R grows rapidly on glucose at 33˚C in the 

presence of oxygen. Without the oxygen, the growing cells exhibit suppressed proliferation but are 

able to maintain basic metabolic functionality, producing a variety of compounds derived from 

pyruvate degradation.  For this reason, C. glutamicum R has great potential for application in 

higher yielding, continuous and easier-to- manipulate-bioprocesses, in contrast to existing cell-

growth-accompanied bioprocesses. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) has been 

reported to influence the central metabolism of many industrial microorganisms. It’s role is 

especially well characterized in strains whose industrial importance is based on anaerobic 

fermentation reactions, including lactic acid bacteria (LAB) and yeasts. GAPDH exists as two 

classes of enzymes which can be either phosphorylating or non-phosphorylating. On the one hand, 

cytosolic non-phosphorylating GAPDH (EC 1.2.1.9), which is present only in photosynthetic 

eukaryotic organisms and certain non-photosynthetic prokaryotes, catalyzes the irreversible 

oxidation of glyceraldehydes-3-phosphate (GAP) into 3-phosphoglycerate (3PG). On the other hand, 

phosphorylating GAPDH catalyzes the reversible oxidation of GAP into 1,3-bisphosphoglycerate 

(1,3BPG). Two different types are known which are both composed of four subunits of about 36 

kDa each: (i) a strictly NAD-dependent enzyme (EC 1.2.1.12), which is involved in the glycolytic 

cycle and in gluconeogenesis in the cytoplasm of most organisms; (ii) a chloroplastic enzyme (EC 

1.2.1.13), which participates in photosynthetic CO2 fixation and exhibits a dual-coenzyme 

specificity, with preference for NADP (2, 16, 26, 36, 38), although the NADP-dependent activity is 

strongly regulated and often low. In addition, a FAD-dependent mitochondrial GAPDH has also 

been reported (19).  

Bacterial, fungal, plant and animal GAPDHs have been the subject of numerous studies. 

Amino acid and gene sequences for the GAPDH from Bacillus stearothermophilus (37, 41, 42), 

Pseudomonas aeroginosa PAO (36), Thermotoga maritima (39, 47, 49), Thermus aquaticus (46), E. 

coli (48), and Bacillus coagulans (33), among other bacterial GAPDHs, have been reported. In part 

due to these results, the crystal structures of the GAPDHs from the archea Sulfolobus solfataricus 

(25) and Methanothermus fervidus (5, 14) and Thermoproteus tenax (22), and the bacteria B. 

stearothermophilus (41), E. coli (10) and T. aquaticus (46) have been determined. As isolated from 

these sources, the enzyme is a tetramer of approximately 150 kDa. Each subunit of the tetramer 

appears to bind one molecule of the NAD and to have an active center sequence of amino acids 

containing two cysteine residues. What stands out from these results is the dramatic differences in 

thermal stability on the one hand, and structural and functional similarities on the other hand, 

between GAPDHs of thermophilic and mesophilic bacteria. 

In recent studies, the existence and role of GAPDH isoenzymes in some organisms has 

attracted the interest of various investigators. The production of wild-type enzymes as a mixture of 

isoenzymes is a known phenomenon of many organisms. The isoenzymes usually differ in their 
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amino acid sequence, but sometimes only in their glycosylation pattern. Two GAPDH isoforms have 

been described in the photosynthetic cyanobacteria Synechoscystis sp. PCC 6803 (30, 48), two in 

Bacillus subtilis (15) , two in Bacillus cereus (24), three in Sacharomyces cerevisae (9), two in 

Trypanosoma brucei (17), two in Caenorhabditis elegans (23), two in Drosophila melanogaster  

(45) and two in mammalian skeletal muscle (11, 32). The physiological significance of this 

heterogeneity is not yet entirely understood (44) is not well understood.  

The role of Corynebacteria as the major industrial amino acid-producing microorganisms, a 

process that is known to be associated with slow (or stationary-phase) growth, is well known. 

Probably due to the aerobic nature of amino acid production, the role of glycolytic intermediates in 

sugar metabolism in Corynebacteria has not been as well investigated, as is the case in LAB and 

yeasts. In anaerobic processes, glycolysis represents the dominant pathway for energy production. 

As enhancement of sugar metabolism of a producer is important for biotechnology industries where 

glycolysis by living cells is the dominant process, GAPDH has been reported to exert a controlling 

effect on glycolytic flux in some strains through its regulation of important glycolytic intermediates 

(13, 35). The opposite conclusion was however arrived at in a more recent report (43). Interestingly, 

most of what is known about Corynebacteria GAPDH has largely been inferred from results of E. 

coli, LAB and yeast GAPDHs. In the meantime, analysis of the two GAPDHs each of B. subtilis 

(15) and L. lactis (3, 43) reveals different roles, i.e. one enzyme for catabolic purposes and one for 

anabolic purposes in B. subtilis whereas both enzymes are for catabolic purposes in L. lactis. By 

characterizing the GAPDHs of C. glutamicum, this study aims to obtain direct evidence of the role 

of GAPDH in glucose metabolism of this strain.  

 

 

(3) Materials and Methods 

① Strains 

Corynebacterium glutamicum R wild type (WT) and a GAPA mutant (∆gap1) were used. 

 

② Reagents 

Reagents were of the highest commercial grade. DEAE Sepharose CL-6B, Phenyl Sepharose, CH-

Sepharose 4B-N6-(2-aminoethyl)-NAD, Ampholine PAGplate, and IEF markers were products of 

Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Sweden. Native PAGE markers, SDS-PAGE markers, precast 

gels, and some staining solutions were products of Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA, USA. 

 

･ Effect of carbon source 

C. glutamicum R was cultivated aerobically in a complex medium (A) of the composition (per 

liter); urea, 2 g, (NH4)2SO4, 7 g, KH2PO4, 0.5 g, K2HPO4, 0.5 g, MgSO4.7H2O, 0.5 g, 0.06% (w/v) 

 192



Fe2SO4.7H2O + 0.042% (w/v) MnSO4.2H2O, 1 ml, 0.02% biotin solution, 1 ml, 0.01% (w/v) thiamin 

solution, 2 ml, yeast extract, 2 g, vitamin assay casamino acid, 7 g. Alternatively, minimum medium 

(BT) of the same composition as medium A, but lacking yeast extracts and casamino acids was used. 

Up to 20 mM final concentration of either a glycolytic substrate (glucose) or each of several 

gluconeogenic substrates (aspartate, fumarate, glutamate, oxaloacetate,  proline or succinate acid) 

was added as the carbon source. After assessing growth on each of the substrates, cell-free extracts 

were prepared and assayed immediately for GAPDH activity. 

 

④ Preparation of cell-free extracts 

For enzyme extraction, a 1:20 dilution of an exponential-phase glucose-grown starter-culture was 

used to initiate growth in 100 ml working volume in a flask and cultured at 33˚C and 200 r.p.m until 

the optical density at 610 nm reached 8. Cells were harvested by centrifugation at 4˚C and 6,000 g 

for 10 min. The pellets were washed with a solution of 100 mM KCl containing 5 mM MgCl2 and 

resuspended in 10 mM potassium phosphate buffer, pH 7.5 containing 1 mM EDTA and 1mM DTT. 

Cells were disrupted at 4˚C with a Mini-BeadBeater (Biospec Products, Inc., OK, USA). Cell 

disruption was alternatively done with a French Pressure cell (SLM Instruments, Inc., NY, USA) at 

15,000 ~ 20,000 psi (equivalent to 0.052 MPa). Cell debris was removed by centrifugation at 10,000 

g at 4˚C for 30 min. The cell-free extract obtained was assayed immediately of GAPDH activity.  

 

⑤ Assay of GAPDH 

a. Oxidation of Glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) 

 Enzyme activity was monitored by tracing the absorbance at 340 nm in a spectrophotometer (DU 

640, Beckman Instruments Inc., CA, USA) at 40˚C. Cuvettes were thermostated and the reaction 

mixture preincubated for 5 min. A 1 ml reaction mixture contained 1 mM NAD+, 50 mM Na2HPO4, 

and 0.2 mM EDTA in 50 mM triethanolamine hydrochloride (TEA-HCl) buffer, pH 8.5. GAP was 

added to a final concentration of 0.5 mM to start the reaction. The same buffer was used to follow 

the pH dependence of enzymatic activity. The specific activity of the enzyme was routinely 

measured at 40˚C (standard assay). One activity unit was defined as the amount of GAPDH that 

catalyzed the formation of 1 µmol of NADH/min at 33˚C.The effect of inorganic phosphate on 

GAPDH activity was determined in a reaction mixture containing 50 mM Na2HPO4 in 50 mM TEA-

HCl buffer, pH 8.5 with 0.2 mM EDTA and 1 mM NAD+. GAP was added to a 0.5 mM 

concentration to start the reaction and reduction of NAD+ at 33˚C monitored at 340 nm. 

b. Reduction of 1,3-diphosphoglycerate.  

The enzymatic reduction of 1.3-diphosphoglycerate was followed spectrophotometrically at 340 

nm using a modification of the Jelks and Miller (27) method. The assay mixture contained 0.26 mM 

NADH, 6.2 mM 3-phosphoglyceric acid, 1.1 mM ATP, 1.6 mM MgSO4 and 1.5 U of yeast 3-
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phosphoglycerate kinase in 50 mM TEA-HCl buffer, pH 7.6 containing 5 mM EDTA. 1 ml volumes 

were used per cuvette. Standard measurements were carried out at 33˚C; pH measurements refer to 

this reference temperature, KM values were obtained from fitted linear Lineweaver-Burk plots. 

 

⑥ Purification of GAPDH 

a. Ammonium sulfate precipitation.  

To the cell-free extract, saturated ammonium sulfate solution in Tris-HCl buffer containing 1 mM 

EDTA was added to give successive increases of 10% saturation in the range 30 to 80% saturation. 

Precipitation was done at 4˚C for at least 3 h with constant stirring. For the analytical procedures that 

did not require enzymatically active GAPDH, the dissolved ammonium sulfate precipitates were 

dialyzed exhaustively against double distilled, deionized water. The dialyzed material was frozen in 

a dry ice/ethanol bath and lyophilized. The resultant powder was re-suspended in 10 mM NaHCO3 

buffer, pH 8.3 containing 6 M urea and used either in subsequent purification or electrophoresis as 

described by Rivers and Blevins (36). For procedures that demanded enzymatically active GAPDH, 

each fraction of the ammonium sulfate precipitation was re-suspended in a small volume of buffer, 

dialyzed against the same buffer and assayed for NAD-specific GAPDH activity. The final 

supernatant fraction, which contained most of the GAPDH activity, was used in subsequent 

purification, 

b. Column Chromatography 

At each stage of GAPDH extraction, except the initial centrifugation procedure to remove 

insoluble materials, all fractions were reserved for yield analysis. The purification sample from 

ammonium sulfate precipitation was eluted on a 1.6 x 10 cm DEAE-Sepharose CL-6B column using 

50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5. 5 ml fractions were collected and protein was monitored at 

280 nm during the purification. Fractions containing peak GAPDH activity were pooled, 

concentrated and equilibrated in the same buffer containing 75 mM NAD+. The concentrate was 

consequently eluted on a 2.0 x 10 cm column of NAD-Sepharose, and the resultant peak fractions 

concentrated and used as the pure enzyme after gel filtration. 

 

⑦ GAPDH characterization 

a. Electrophoresis.  

A modification of the method of Davis (8) was used for native PAGE. Each of a 1:3 dilution of 

cell-free extract in native page sample buffer was loaded in a well of a precast gel (12% T, Biorad) 

and electrophoresis carried out at 20 mA constant current. After electrophoresis, the gels were 

stained specifically for GAPDH activity with phenazine methosulfate (0.5 mg/ml) and 2,3,5-

triphenyltetrazolium chloride (3.0 mg/ml) at 30˚C in a double-strength concentration of the assay 

mixture listed previously. Bands of GAPDH were observed after incubating the gels at 30˚C for 90 
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min, after which time the reaction was stopped by the addition of glacial acetic acid (0.5 ml). 

Molecular masses were estimated by comparison of the migration distance of the NAD and NADP 

enzyme forms to that of PAGE standards (10 kDa-600 kDa).  

Samples were examined for purity by SDS-PAGE according to the method of Laemmli (31). 

Protein concentration of samples was determined by the Bradford assay. Isoelectric points (pI) of 

each of 5 µg samples of GAPDH were determined against isoelectric focusing standards from 

Pharmacia. 

Blotting of 100 µg of the SDS-PAGE-resolved enzyme onto Hybond Nylon membrane 

(Biorad) was done according to the membrane manufacturer’s instructions. Electrophoresis reagents 

were products of Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA, USA.  

b. Effect of modulators on GAPDH activity  

The effect of modulators on the NAD-specific GAPDH activity was determined with cell-free 

extracts of glucose-grown cells. The assay mixture was that listed previously, except that 0.1 ml 

buffer was replaced with 0.1 ml 0.01 M of the desired modulator. In the case of reduced pyridine 

nucleotides, 10 µl of either 12.8 mM reduced NAD was added to the assay mixture. 

c. Determination of NAD, NADH/NAD ratio and ATP 

To measure the products of glycolysis, the cells were grown for 12-14 h to log phase, harvested 

by centrifugation at 6,000 g for 10 min and 10 g aliquots dissolved in 10 ml buffer of composition; 

10 mM phosphate buffer, pH 7.0, 0~6.6 mM NaHCO3, 150 mM KCl and 5 mM MgCl2. After 

adjusting the pH of the mixture to 7.0, it was stabilized at the incubation temperature for 4 min and 

glucose added to start glycolysis. The rate of acid production was determined by measuring the 

titration volume of 50 mM KOH with 6 min of the reaction. After 6 min incubation, the reaction was 

terminated by adding 0.2 ml 60% perchloric acid and thoroughly mixed. The mixture was held at 

4˚C for 1-2 h and filtered through a 0.2 µM cellulose nitrate membrane. An aliquot was neutralized 

with 5 M K2CO3 and assayed for ethanol content, whereas the other aliquot was assayed as is for 

carboxylic acids. NAD and NADH were assayed after 6 min incubation. A 1 ml aliquot of mixture 

was filtered through 0.45-µM cellulose nitrate filter and washed rapidly in 5 mM MgCl2. The 

membrane was consequently dipped in 0.6 N perchloric acid and mixed thoroughly at 4˚C. TEA-

HCl  (0.15 ml of 1.0 M) was added, and the mixture neutralized with 5.0 M K2CO3. Debris was 

removed by filtering through 0.2 µM membrane and the filtrate assayed for NAD(P) and NAD(P)H 

using a fluorescence spectrophotometer. A different 1 ml aliquot was filtered through 0.45-µM 

membrane, dipped in 0.66N alcoholic KOH (33% ethanol) and incubated for 1 min at 55˚C. 0.66 ml 

of 1.0 M HCl was added and the mixture neutralized using 4 N HCl.  Debris was removed by 

filtration through a 0.22 µM membrane and the same assay for NAD(P) and NAD(P)H assay done. 

d. Effect of transition metals, inorganic phosphate and nitric oxide donors on GAPDH10 ml of 

glucose-containing medium A was inoculated with C. glutamicum R cells and incubated at 33˚C for 
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12-14 h to OD 610 of 8. The resultant culture was used to inoculate 100 ml of BT medium 

containing 2% glucose in a conical flask. The flask was incubated at 33˚C to OD at 610 nm of 14. 

This was harvested by centrifugation and starved in BT medium without glucose at 4˚C for 3-4 h. 

This was used to inoculate BT medium containing the appropriate concentration of inorganic 

phosphate or transitional metal or nitric oxide generating agents. After 24 h incubation, growth 

(absorbance at 610 nm) and GAPDH activity of the disrupted cells were determined. 

e. Measurement of intracellular glycolytic intermediates, NAD+ and NADH 

Assay for NAD+ and NADH was done by reverse-phase high performance liquid chromatography 

(RP-HPLC) using Zorbax SB-Aq column (Agilent Technologies) in a TOSOH HPLC system, a 

modification of the method described by Micheli et al (34). 

f. Measurements of the intracellular ATP and ADP concentrations 

To measure the [ATP]/[ADP] ratio, 0.6 ml of cell culture was mixed with 0.6 ml of 80˚C phenol 

(equilibrated with 10 mM Tris-1 mm EDTA [pH 8]) supplemented with 0.6 g glass beads (106 µm 

in diameter; Sigma) and immediately vortexed vigorously for 20 s. The two phases were separated 

by centrifugation at 20,000 g for 15 min. The water phase was subsequently treated twice with 1 

volume of chloroform to extract residual phenol. The ATP and ADP concentrations were measured 

by using a luciferin-luciferase ATP monitoring kit (LKB) as recommended by the manufacturer. The  

concentration of ATP was measured first. Subsequently, the ADP content in the same sample was 

converted to ATP by addi ng 1 U of pyruvate kinase and 1 mM phosphoenolpyruvate (PEP) and 

then recorded as the concomitant increase in luminescence. Finally standard ATP concentration (1 

µM) was added in order to quantify the respective concentrations of ATP and ADP. The results were 

corrected for quenching of the ATP signal by the pyruvate kinase preparation (29). 

 

32   //  179    187      208 

GapA 

C. glutamicum (gap2) NDLT HAYTGDQRLHDAPH TSTGA 

B. stearothermphilus NDLT HSYTNDQRILDLPH TTTGA 

B. subtilis (gapA) NDLT HSYTNDQRILDLPH TSTGA 

E. coli (gapA) NDLL HATTATQKTVDGPS SSTGA 

H. pylori (gap1) NDPA HSYTSDQKLIDLAH TTTKA 

N. gonorrhoeae (gap1) NDLT HAYTGDQNTLDAPH NSTGA 

N. menengitidis (gap1) NDLT HAYTGDQNTLDAPH NSTGA 

P. aeruginosa (gap1) NDLG HAYTADQRLQDAPH TTTGA 

S. putrefaciens (gap1) NDPA HDITNTQTILDAPH TTTGS 

S. typhimurium (gap1) NDLL HATTATQKTVDGPS SSTGA 
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V. cholerae (gap1) NDVA HNLTNTQTILDAPH TTTGS 

Cyanobacteria: 

A. variabilis (gap1) NDLV HAMTATQPTVDGPS SSTGA 

G. violaceus (gap1) NDLV HAMTATQPTVDGPS SSTGA 

Synechoccus (gap1) NDLV HAVTATQPTVDGPS ASTGA 

Synechocystis (gap1) NDLV HAMTATQPTVDGPS SSTGA 

 

E4PDH 

E. coli (gapB) NELA HSAMHDQQVIDAYH VDTKL 

P. aeruginosa (gap2) NDLA HSAMNDQPVIDAYH VSTGL 

S. putrefaciens (gap2) NELA HSAMNDQQVIDAYH VDTKL 

S. typhimurium (gap2) NELA HSAMNDQQVIDAYH VDTKL 

V. cholerae (gap2) NELA HSSMNDQQVIDAYH VDTKL 

Y. pestis (gap2) NELA HSSMNDQPVIDAYH VDTKL 

 

GapB 

C. glutamicum (gap1) NGEE HSFTNDQNLIDNFH TETGA 

B. subtilis (gapB) NASY HAYTNDQKNIDNPH TTTGA 

H. pylori (gap2) NSTA HSYTNDQNLLDTKH TSTGV 

N. gonorrhoeae (gap2) NASG HALTNDQTVTDVRH TKTGA 

N. menengitidis (gap1) NASG HALTNDQTVTDVRH TKTGA 

Cyanobacteria: 

A. variabilis (gap2) NDTS HSYTGDQRLLDASH SSTGA 

G. violaceus (gap2) NDTS HSYTGDQRLLDASH TSTGA 

Synechoccus (gap2) NNTS HSYTLDQRILDASH TTTGA 

Synechocystis (gap2) NDLS HSYTGDQRILDASH TSTGA 

Plants: 

Cholorplastic GAPDH ND HSYTG  QRLLDAS T TGA 

Fig. 3.2.3-1. Alignment of the sequence signatures of GAPDH deduced from complete or 

unfinished genome sequences relevant for cofactor and substrate specificity predictions. 

Only bacterial species that possess at least two GAPDHs were considered (the GapA 

sequence of Yersinia pestis being not only completed is not indicated), except for the 

GapA reference sequence of B. stearothermophilus. The consensus sequence of 

chloroplastic GAPDHs is also indicated. Courtesy of Fillinger et al., 2000. 
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 (4) Results 

① GAPDH genes of C. glutamicum R exhibit different cofactor specificity sequence signatures.  

From the completed genome sequence, two putative genes encoding GAPDH were identified. 

The first gene (gap1; CglR1038vi) was a1392 bp-long DNA sequence encoding a 464 amino acid 

protein, with a deduced molecular weight of 58.3 kDa. A ∆gap1 mutant strain was constructed. The 

second gene (gap2; CglR1636vi) was a 1004 bp-long DNA sequence encoding a 335 amino acid 

protein with a deduced molecular weight of 42.2 kDa. Construction of a ∆gap2 mutant strain was not 

possible by the time of compiling this report.  
An alignment of the deduced amino acid sequences of the two GAPDHs in comparison with the 

characteristic moieties of typical GAPDH sequence s is shown in Fig. 3.2.3-1. Regions showing 

cofactor specificity (around positions 32 and 187-188) and substrate specificity (around positions 

179 and 208) are in colored blocks. Three types of GAPDHs are distinguished; GapA and E4PDH 

exhibit NAD+ signature with Asp or Glu at position 32 and amino acids at 187-188 known to prevent 

efficient binding of NADP+ (6, 7). The two, however, differ in substrate specificity with sequences 

at 179 and around 208 that favor GAP for GapA and E4P for E4PDH. A third type, GapB, is GAP-

specific with the cofactor signature exhibiting dual coenzyme specificity with preference for NADP+ 

(i.e. Asp at 32 with amino acids at 187-188 that stabilize NADP+ binding, or no Asp at 32 but amino 

acids at 32 and/or 187-188 that stabilize NADP+ binding. 

 From this alignment, it can be seen that gap2 exhibits a characteristic NAD-dependent 

phosphorylating GAPDH activity. On the other hand, the presence of Gln-32, Asp-187 and Phe-188 

in gap1 betrays different cofactor specificity of the gene product.  
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② ∆gap1 mutant strain exhibits reduced growth on complex medium. 

 Growth in 10-ml overnight containing 2% (w/v) glucose cultures of each of the wild type and 

mutant strain, ∆gap1, in each of A and BT medium was determined by measuring absorbance at 610 

nm.  Growth rate was in selected gluconeogenic substrates was determined at appropriate time 

intervals.  Initial results indicate that unlike growth in BT where both wild type and ∆gap1 mutant 

strain show similar growth, the mutant exhibits less growth in complex medium A (Panel 3.2.3-1 C).  

 

③ Glucose-grown cultures secrete only one GAPDH.  

The wild type strain was grown on glucose in complex medium and the cytoplasmic fraction 

obtained after French Press cell disruption followed by centrifugation at 50,000 g for 30 min. This 

fraction was subjected to electrophoresis followed by activity staining (18). Only one GAPDH 

activity could be detected by activity staining (data not shown). This activity was purified by 

ammonium sulfate precipitation followed by sequential DEAE-Sepharose and NAD-Sepharose 

chromatographies. Table 3.2.3-1 shows the purification table summarizing the procedure in which a 

55-fold increase in activity accompanied a 15.2% yield. 
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Table 3.2.3-1. Purification table for GAPDH         

  Activity  

Step 

Volume 

(ml) 

tot. prot. 

(mg) 

total 

units 

Sp. Act. 

(U/mg) 

Recovery

(%) 

Crude Extract  105 1670.0 1336.0 0.8 100 

Supernatant, 30% saturation 140 967.6 1063.5 1.1 79.6 

Supernatant, 80% saturation 385 23.3 857.7 36.9 64.2 

DEAE-Sepharose  93 21.0 798.9 38.1 59.8 

NAD-Sepharose   14 4.6 203.1 44.3 15.2 

 

The purified enzyme was a strictly NAD-dependent phosphorylating GAPDH. To characterize the 

enzyme, the effect of substrate, cofactors, inorganic phosphate, and ATP, ADP and AMP, and the 

transition metal ions cobalt, iron, nickel, manganese and zinc on enzyme activity were determined 

(Panel 3.2.3-1). The enzyme showed no erythrose-4-phosphate E4P activity (data not shown), was 

inactive in the absence of NAD+ irrespective of NADP+ presence, and was essentially inactive in the 

absence of inorganic phosphate. ATP inhibited its activity, as did zinc and iron. Cobalt, manganese 

and nickel showed much more subtle inhibitory activities. 
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(5) Discussion 

The complete genome sequence of C. glutamicum R revealed the coexistence of two 

putative GAPDH encoding genes. One of these occurs in a unique cluster of the genes encoding 

GAPDH, PGK (EC 2.7.1.40), triose phosphate isomerase (TPI, E.C. 5.3.1.1) and 

phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPCx, E.C. 4.1.1.31) in C. glutamicum has been described, 

though the significance of this clustering remains unexplained (12). There is no known report on the 

characterization of the second enzyme. Multiplicity of genes encoding GAPDH has been 

demonstrated in Bacillus subtilis (15) and Lactobacillus lactis (3), among other bacteria. In these 

two microorganisms, the physiological role of the second GAPDH shows contrasting characteristics: 

in B. subtilis, the second GAPDH has an opposite physiological role to the primary GAPDH, 

whereas it plays an auxiliary role to the primary GAPDH in L. lactis. Initial results of this study 

suggest an auxiliary role for the second GAPDH of C. glutamicum. 

Purification of the primary GAPDH of C. glutamicum was accomplished by a combination 

of ammonium sulfate precipitation and column chromatography. Like many other microbial 

GAPDHS, most of the activity was retained in the 80% ammonium sulfate precipitation fraction. 

GAPDH is special among allosteric enzymes in that the chemical properties of a catalytically 

competent covalent acyl-enzyme intermediate are modulated by the non-covalent interaction with 

the effector, NAD+. The characteristics of the purified enzyme in this study suggest a strictly NAD-

dependent, phosphorylating GAPDH whose activity is reversibly inhibited at high NADH/NAD+ 

ratios. Garrigues and co-workers (20) reported that during L. lactis batch growth, the shift from 

homolactic to mixed-acid metabolism was directly dependent on the sugar consumption rate. This 

orientation of pyruvate metabolism was related to the flux-controlling activity of GAPDH under 

conditions of high glycolytic flux on glucose due to the NADH/NAD+ ratio. As no mixed-acid 

fermentation has been reported in C. glutamicum, the role of NADH/NAD+ ratio in the direction of 

pyruvate metabolism under anaerobic conditions is an interesting subject for further investigation.  

Poolman and co-workers (35) noted that a decrease in glycolysis was accompanied by a 

decrease in the activities of GAPDH and phosphoglycerate mutase (PGM, EC 5.4.2.2). Regulation 

of GAPDH activity by indoleacetic acid (13), nitric acid-dependent ADP ribosylation , ATP, 

dithiothreitol, oxygen free radicals (1), and interaction with the neighbouring 3-phosphoglycerate 

kinase (PGK, E.C. 2.7.2.3). These interactions, though, do not appear to affect the enzyme’s activity, 

and may serve to sequester it away from other cellular (4). Intracellular mechanisms that result in the 

alteration of these modifying compounds consequently affect GAPDH activity. The metal ions zinc 

and iron show strong inhibitory effect on GAPDH whereas cobalt, nickel and manganese were not as 

strongly inhibitory.  It has already been demonstrated that in E. coli (29) and C. glutamicum (40), 

glucose metabolism via the glycolytic pathway is regulated by the energy level of the cell. This is 

shown in this study by the strong inhibitory effect of ATP on GAPDH activity when compared to 
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ADP and AMP alone or their mixtures with ATP. It has also been suggested that PYK controls 

glycolysis in C. glutamicum (28). Given the conclusions from more recent reports (43), it is 

imperative that the roles of GAPDH and PGK in glycolytic flux control in C. glutamicum be further 

clarified.  

 

(6) References: 

1. Ashmarina, L. I., V. I. Muronetz, and N. K. Nagradova. 1985. Yeast glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase. Evidence that subunit cooperativity can be controlled by the 

formation of a complex with phosphoglycerate kinase. European Journal of Biochemistry 

149:67-72. 

2. Benedict, C. R., and H. Beevers. 1961. Triphosphopyridine nucleotide-linked 

glyceraldehyde phosphate dehydrogenase in a non-photosynthetic plant tissue. Nature 

(London) 191:71-72. 

3. Bolotin, A., P. Wincker, S. Mauger, O. Jaillon, K. Malarme, J. Weissenbach, S. D. 

Ehrlich, and A. Sorokin. 2001. The complete genome sequence of the lactic acid 

bacterium Lactococcus lactis ssp. lactis IL1403. Genome Res 11:731-53. 

4. Brookes, P. S., J. M. Land, J. B. Clark, and S. J. Heales. 1997. Stimulation of 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase by oxyhemoglobin. FEBS Lett 416:90-2. 

5. Charron, C., F. Talfournier, M. N. Isupov, G. Branlant, J. A. Littlechild, B. Vitoux, 

and A. Aubry. 1999. Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of D-

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the hyperthermophilic archaeon 

Methanothermus fervidus. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 55 ( Pt 7):1353-5. 

6. Clermont, S., C. Corbier, Y. Mely, D. Gerard, A. Wonacott, and G. Branlant. 1993. 

Determinants of coenzyme specificity in glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase: role 

of the acidic residue in the fingerprint region of the nucleotide binding fold. Biochemistry 

32:10178-84. 

7. Corbier, C., S. Clermont, P. Billard, T. Skarzynski, C. Branlant, A. Wonacott, and G. 

Branlant. 1990. Probing the coenzyme specificity of glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenases by site-directed mutagenesis. Biochemistry 29:7101-6. 

8. Davis, L., and C. Trotman. 1964. Nonenzymic decarboxylation of the aminobenzoates. 

Biochem Biophys Res Commun 14:482-5. 

9. Delgado, M. L., J. E. O'Connor, I. Azorin, J. Renau-Piqueras, M. L. Gil, and D. 

Gozalbo. 2001. The glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase polypeptides encoded by 

the Saccharomyces cerevisiae TDH1, TDH2 and TDH3 genes are also cell wall proteins. 

Microbiology 147:411-7. 

 203



10. Duee, E., L. Olivier-Deyris, E. Fanchon, C. Corbier, G. Branlant, and O. Dideberg. 

1996. Comparison of the structures of wild-type and a N313T mutant of Escherichia coli 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenases: implication for NAD binding and 

cooperativity. J Mol Biol 257:814-38. 

11. Edwards, Y. H., P. Clark, and H. Harris. 1976. Isozymes of glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase in man and other mammals. Ann Hum Genet 40:67-77. 

12. Eikmanns, B. J. 1992. Identification, sequence analysis, and expression of a 

Corynebacterium glutamicum gene cluster encoding the three glycolytic enzymes 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 3-phosphoglycerate kinase, and 

triosephosphate isomerase. Journal of Bacteriology 174:6076-6086. 

13. Even, S., C. Garrigues, P. Loubiere, N. D. Lindley, and M. Cocaign-Bousquet. 1999. 

Pyruvate metabolism in Lactococcus lactis is dependent upon glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase activity. Metabolic Engineering 1:198-205. 

14. Fabry, S., and R. Hensel. 1987. Purification and characterization of D-glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase from the thermophilic archaebacterium Methanothermus fervidus. 

Eur J Biochem 165:147-55. 

15. Fillinger, S., S. Boschi-Muller, S. Azza, E. Dervyn, G. Branlant, and S. Aymerich. 2000. 

Two glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases with opposite physiological roles in a 

nonphotosynthetic bacterium. J Biol Chem 275:14031-7. 

16. Fillinger, S., G. Ruijter, M. J. Tamas, J. Visser, J. M. Thevelein, and C. d'Enfert. 2001. 

Molecular and physiological characterization of the NAD-dependent glycerol 3-phosphate 

dehydrogenase in the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Molecular Microbiology 

39:145-157. 

17. Fothergill-Gilmore, L. A., and P. A. Michels. 1993. Evolution of glycolysis. Prog 

Biophys Mol Biol 59:105-235. 

18. Gabriel, O., and D. M. Gersten. 1992. Staining for enzymatic activity after gel 

electrophoresis, I. Anal Biochem 203:1-21. 

19. Gao, Z., and W. H. Loescher. 2000. NADPH supply and mannitol biosynthesis. 

Characterization, cloning, and regulation of the non-reversible glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase in celery leaves. Plant Physiol 124:321-30. 

20. Garrigues, C., P. Loubiere, N. D. Lindley, and M. Cocaign-Bousquet. 1997. Control of 

the Shift from Homolactic Acid to Mixed Acid Fermentation in Lactobacillus lactis: 

Predominant role of the NADH/NAD+ ratio. Journal of Bacteriology 179:5282-5287. 

21. Gutmann, M., C. Hoischen, and R. Kramer. 1992. Carrier-mediated glutamate secretion 

by Corynebacterium glutamicum under biotin limitation. Biochimica et Biophysica Acta 

1112:115-123. 

 204



22. Hensel, R., S. Laumann, J. Lang, H. Heumann, and F. Lottspeich. 1987. 

Characterization of two D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases from the extremely 

thermophilic archaebacterium Thermoproteus tenax. Eur J Biochem 170:325-33. 

23. Huang, X. Y., L. A. Barrios, P. Vonkhorporn, S. Honda, D. G. Albertson, and R. M. 

Hecht. 1989. Genomic organization of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene 

family of Caenorhabditis elegans. J Mol Biol 206:411-24. 

24. Iddar, A., A. Serrano, and A. Soukri. 2002. A phosphate-stimulated NAD(P)+-dependent 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in Bacillus cereus. FEMS Microbiol Lett 

211:29-35. 

25. Isupov, M. N., T. M. Fleming, A. R. Dalby, G. S. Crowhurst, P. C. Bourne, and J. A. 

Littlechild. 1999. Crystal structure of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from 

the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus. J Mol Biol 291:651-60. 

26. Jacob, J. L., and J. D'Auzac. 1972. La glyceraldehyde-3-phoshate deshydrogenase du 

latex d'Hevea brasiliensis. European Journal of Biochemistry 31:255-265. 

27. Jelks, K. B., and M. G. Miller. 2001. alpha-Chlorohydrin inhibits glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase in multiple organs as well as in sperm. Toxicol Sci 62:115-23. 

28. Jetten, M. S., M. E. Gubler, S. H. Lee, and A. J. Sinskey. 1994. Structural and functional 

analysis of pyruvate kinase from Corynebacterium glutamicum. Applied and Environmental 

Microbiology 60:2501-7. 

29. Koebmann, B. J., H. W. Andersen, C. Solem, and P. R. Jensen. 2002. Experimental 

determination of control of glycolysis in Lactococcus lactis. Antonie Van Leeuwenhoek 

82:237-48. 

30. Koksharova, O., M. Schubert, S. Shestakov, and R. Cerff. 1998. Genetic and 

biochemical evidence for distinct key functions of two highly divergent GAPDH genes in 

catabolic and anabolic carbon flow of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. 

Plant Mol Biol 36:183-94. 

31. Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature 227:680-5. 

32. Marangos, P. J., and S. M. Constantinides. 1974. Multiple forms of flounder muscle 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Subunit composition, properties, and tissue 

distribution of the forms. J Biol Chem 249:951-8. 

33. McLinden, J., A. Murdock, and R. Amelunxen. 1986. Mechanism of thermophily for 

thermolabile glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the facultative thermophile 

Bacillus coagulans K.U. Biochimica et Biophysica Acta 871:207. 

34. Micheli, V., H. A. Simmonds, M. Bari, and G. Pompucci. 1993. HPLC determination of 

oxidized and reduced pyridine coenzymes in human erythrocytes. Clin Chim Acta 220:1-17. 

 205



35. Poolman, B., B. Bosman, J. Kiers, and W. N. Konings. 1987. Control of glycolysis by 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase in Streptococcus cremoris and Streptococcus 

lactis. Journal of Bacteriology 169:5887-5890. 

36. Rivers, D. B., and W. T. Blevins. 1987. Multiple enzyme forms of glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase in Pseudomonas aeruginosa PAO. Journal of General 

Microbiology 133:3159-3164. 

37. Roitel, O., N. Bec, R. Lange, C. Balny, and G. Branlant. 2001. Pressure Denaturation of 

Phosphorylating Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase from Bacillus 

stearothermophilus. Biochemical and Biophysical Research Communications 283:347-350. 

38. Rumpho, M. E., G. E. Edwards, and W. H. Loescher. 1983. A pathway for 

photosynthetic carbon flow to mannitol in celery leaves. Activity and localization of key 

enzymes. Plant Physiology 73:869-873. 

39. Schultes, V., R. Deutzmann, and R. Jaenicke. 1990. Complete amino-acid sequence of 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the hyperthermophilic eubacterium 

Thermotoga maritima. European Journal of Biochemistry 192:25-31. 

40. Sekine, H., T. Shimada, C. Hayashi, A. Ishiguro, F. Tomita, and A. Yokota. 2001. H+-

ATPase defect in Corynebacterium glutamicum abolishes glutamic acid production with 

enhancement of glucose consumption rate. Applied Microbiology and Biotechnology 

57:534-540. 

41. Skarzynski, T., P. C. E. Moody, and A. J. Wonacott. 1987. Structure of holo-

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus at 1.8A 

resolution. Journal of Molecular Biology 193:171-187. 

42. Skarzynski, T., and A. J. Wonacott. 1988. Coenzyme induced conformational changes in 

D-glyceraldehyde-3-phosphate from Bacillus stearothermophilus. Journal of Molecular 

Biology 203:1097-1118. 

43. Solem, C., B. J. Koebmann, and P. R. Jensen. 2003. Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase has no control over glycolytic flux in Lactococcus lactis MG1363. J 

Bacteriol 185:1564-71. 

44. Soukri, A., F. Valverde, N. Hafid, M. S. Elkebbaj, and A. Serrano. 1995. 

Characterization of muscle glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase isoforms from 

euthermic and induced hibernating Jaculus orientalis. Biochimica et Biophysica Acta 

1243:161-168. 

45. Sullivan, D. T., W. T. Carroll, C. L. Kanik-Ennulat, Y. S. Hitti, J. A. Lovett, and L. 

Von Kalm. 1985. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Drosophila 

melanogaster. Identification of two isozymic forms encoded by separate genes. J Biol Chem 

260:4345-50. 

 206



46. Tanner, J. J., R. M. Hecht, and K. L. Krause. 1996. Determinants of enzyme 

thermostability observed in the molecular structure of Thermus aquaticus D-

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase at 2.5Å resolution. Biochemistry 35:2597-2609. 

47. Tomschy, A., G. Bohm, and R. Jaenicke. 1994. The effect of ion pairs on the thermal 

stability of D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from the hyperthermophilic 

bacterium Thermotoga maritima. Protein Engineering 7:1471-1478. 

48. Valverde, F., M. Losada, and A. Serrano. 1997. Functional complementation of an 

Escherichia coli gap mutant supports an amphibolic role for NAD(P)-dependent 

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase of Synechocystis sp. strain PCC 6803. Journal 

of Bacteriology 179:4513-4522. 

49. Wrba, A., A. Schweiger, V. Schultes, R. Jaenicke, and P. Zavodszky. 1990. Extremely 

thermostable D-glyceraldehyde-3-phosphate from the eubacterium Thermotoga maritima. 

Biochemistry 29:7584-7592. 

 

 207



 

3.2.4 Regulation of β-glucoside phosphotransferase and utilization system in 

Corynebacterium glutamicum R 

＜要約＞ 

セロビオース資化能を有する馴化変異株 R-CEL および R-CEL2 のβ-グルコシドの利用性

に関わる代謝制御システムについて検討を行った。このシステムはβ-グルコシドに特異的

な PTS（phosphotransferase system）の酵素Ⅱ（BglF）、ホスホ-β-グルコシダーゼ（Bgl）、お

よび抗転写終結因子（BglG）で構成される。酵素Ⅱはサリシン、メチル-β-グルコシド、及

びアルブチンを認識するが、BglF の V317A と V317M に point mutation がある R-CEL はお

よび R-CEL2 株はセロビオースも資化する。ノーザンブロットの結果より bgl 遺伝子はサ

リシン、メチル-β-グルコシド、及びアルブチンを単一炭素源とした際に転写が誘導される

ことが認められた。グルコースの添加によって PTS/β-グルコシダーゼ活性は抑制されたた

め、bglFA 遺伝子を構成的に発現させたところ、グルコースとβ-グルコシドが同時資化され

たことから、bglFA 遺伝子は転写レベルで制御されていることが示唆された。 

 

(1) SUMMARY 

Carbon control of a catabolic system involved in the utilization of β-glucosides in Corynebacterium 

glutamicum R and its spontaneous mutant variants R-CEL and R-CEL2 was investigated. This system, 

comprises a β-glucoside-specific Enzyme IIBCA component (gene bglF), a phospho-β-glucosidase 

(bglA) and an antiterminator protein (bglG) from the BglG/SacY family of transcription regulators.  In 

addition to salicin, methyl-β-glucoside and arbutin, which are recognized by wild type Enzyme II, 

point mutations V317A and V317M in BglF of strains R-CEL and R-CEL2, respectively, allowed 

mutant Enzyme II to catalyze also in cellobiose transport.  The Northern blot experiments showed that 

bgl genes were induced when salicin, methyl-β-glucoside and/or arbutin in C. glutamicum R were 

present as the only carbon source. Cellobiose induced mutant bgl genes also in adaptive Cel+ mutant. 

Addition of glucose repressed PTS/β-glucosidase activity, thereby attesting that β-glucosides may be 

considered alternative carbon sources in C. glutamicum R, R-CEL and R-CEL2. Constitutive 

expression of wild-type and mutant bglFA genes in recombinant bacteria resulted in simultaneous 

utilization of glucose and β-glucosides, indicating that bgl genes are regulated on transcription level. 

The experimental data showed that bglG gene is indispensable as a positive regulator both of the wild 

type bgl system and of its mutant variants. The experimental data represented here encourage the 

concept that it is BglG and transcriptional antitermination, which are responsible for the carbon 

catabolite control of bglFAG in C. glutamicum R and of its mutant variants in strains R-CEL and 

R-CEL2. 

 

(2) INTRODUCTON 

Analysis of sugar utilization in different strains of C. glutamicum revealed that 

 208



 

C. glutamicum strain R has a capability to utilize several β-glucosides as the only carbon and energy  

Fig. 3.2.4-1A Organization of 5.8-kb DNA region containing bgl operon from C. glutamicum R and the nucleotide sequence of 
DNA upstream of the bglF.  (A) Physical map of cloned genes. The open reading frames designated bglF, bglA and bglG are 
shaded and encoded protein activities are indicated. The positions of putative promoter (Pbgl), transcription terminators 
(hairpin-like symbols) and RAT are shown. Potential –35 and –10 promoter consensus sequences and ribosome-binding site (RBS) 
are underlined. Possible transcription terminator sequences are marked with arrows. Putative RAT sequence is boxed. 

Fig. 3.2.4-1A Organization of 5.8-kb DNA region containing bgl operon from C. glutamicum R and the nucleotide sequence of 
DNA upstream of the bglF.  (A) Physical map of cloned genes. The open reading frames designated bglF, bglA and bglG are 
shaded and encoded protein activities are indicated. The positions of putative promoter (Pbgl), transcription terminators 
(hairpin-like symbols) and RAT are shown. Potential –35 and –10 promoter consensus sequences and ribosome-binding site (RBS) 
are underlined. Possible transcription terminator sequences are marked with arrows. Putative RAT sequence is boxed. 

 

Fig. 3.2.4-1B Diagrammatic representation of IIBCABgl (BglF) of C. glutamicum R and consensus around important catalytic 
residues. Residues corresponding by homology to those important for phosphoryl transfer (30) and putative disaccharide-binding 
site (21) with important glutamate residue (26) are indicated. The regions around conserved residues are shown together with 
consensus sequence derived from 10 β-glucoside specific PTS permeases of glucose-glucoside family. Residues conserved in at 
least 9 permeases are shown in capital letters whilst those found in more than 5 permeases are shown in small letters. Lower panel: 
Highly conserved residues are boxed. An arrowhead points at the V317 of BglF that was a target for adaptive mutations, which 
resulted in V317A (BglFA) and V317M (BglFM). Note that corresponding valine residue is substituted by another residue only in 
Enzymes IIBgl which are capable of cellobiose transport. IIBCA proteins: BglF (Cgl), C. glutamicum R; BglF (Eco), E. coli (28); 
BglP (Lpl), L. plantarum (22); BglP (Smu), S. mutans (5); AbgF (Clo), C. longisporum (4); ArbF (Ech), E. chrysanthemi (9); BglP
(Bsu), B. subtilis (19), BvrB (Lmo); L. monocytogenes (3); CasA (Kox), K. oxytoca (21). IICB protein: AscF (Eco), E. coli (12).

Fig. 3.2.4-1B Diagrammatic representation of IIBCABgl (BglF) of C. glutamicum R and consensus around important catalytic 
residues. Residues corresponding by homology to those important for phosphoryl transfer (30) and putative disaccharide-binding 
site (21) with important glutamate residue (26) are indicated. The regions around conserved residues are shown together with 
consensus sequence derived from 10 β-glucoside specific PTS permeases of glucose-glucoside family. Residues conserved in at 
least 9 permeases are shown in capital letters whilst those found in more than 5 permeases are shown in small letters. Lower panel: 
Highly conserved residues are boxed. An arrowhead points at the V317 of BglF that was a target for adaptive mutations, which 
resulted in V317A (BglFA) and V317M (BglFM). Note that corresponding valine residue is substituted by another residue only in 
Enzymes IIBgl which are capable of cellobiose transport. IIBCA proteins: BglF (Cgl), C. glutamicum R; BglF (Eco), E. coli (28); 
BglP (Lpl), L. plantarum (22); BglP (Smu), S. mutans (5); AbgF (Clo), C. longisporum (4); ArbF (Ech), E. chrysanthemi (9); BglP
(Bsu), B. subtilis (19), BvrB (Lmo); L. monocytogenes (3); CasA (Kox), K. oxytoca (21). IICB protein: AscF (Eco), E. coli (12).

 

sources (15). The evidence that transport of β-glucosides depends, in this strain, on PTS prompted 
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our efforts towards cloning of the respective PTS permease that led to isolation of the β-glucoside 

phosphotransferase and utilization system (16, 17). The phosphoenolpyruvate (PEP):carbohydrate  

phosphotransferase system (PTS) in many bacteria catalyzes the import of several sugars 

and hexitols. The system consists of two general cytoplasmic proteins named Enzyme I and HPr, that 

are common to the transport of most carbohydrates, and a range of carbohydrate-specific Enzymes II 

(14, 23). The Enzymes II are modular proteins composed of cytoplasmic IIA and IIB, and a 

membrane-spanning IIC (sometimes also IID), which occur either as domains in a single polypeptide 

or as subunits of a complex. For carbohydrate transport, Enzyme I autophosphorylates from PEP and 

the phosphate is sequentially transferred to HPr, IIA, IIB and then to an incoming carbohydrate 

molecule during its translocation by IIC.   

The β-glucoside-specific PTS isolated from C. glutamicum R comprises three genes (Fig. 

3.2.4-1A), bglF, bglA, and bglG, which, to all appearances, constitute an operon. The respective 

genes of bgl operon encode (i) PTS permease BglF (Fig. 3.2.4-1B) that is a β-glucoside-specific 

Enzyme II with all three functional domains synthesized as one IIBCA protein, (ii) 

phospho-β-glucosidase BglA and (iii) putative transcription regulator BglG (Fig. 3.2.4-2B and C). In 

addition to β-glucosides transported by wild-type BglF, the permease that accumulated mutation 

V317A and V317M (Fig. 3.2.4-1B) in strains R-CEL and R-CEL2, respectively, can also transport 

cellobiose, a disaccharide that is not normally utilized in C. glutamicum R.  

The β-glucoside utilization pathways that rely upon PTS for carbohydrate uptake have 

been characterized in several bacteria (3, 4, 9, 19, 20, 21, 22, 28). Expression of these operons is 

controlled by multi-domain antiterminators of the BglG/SacY family (14, 31), which, in active 

dimeric form, bind to nascent mRNA and prevent premature transcription termination. The activity 

of antiterminator proteins is controlled by PTS in a substrate-dependent manner via antagonistic 

phosphorylations at two PTS regulatory domains (PRD) (10, 14, 31).  

In the present study we provide further data on β-glucoside phosphotransferase and 

utilization system of C. glutamicum R, which allowed better understanding of carbon catabolite 

control of this first example of β-glucoside PTS from Actinobacteria.  The experimental data 

represented here led us to conclude that carbon catabolite control of bglFAG in C. glutamicum R and 

of its mutant variants in strains R-CEL and R-CEL2 is via transcription antitermination mechanism 

exerted by BglG. 

 

(3) MATERIALS METHODS 

C. glutamicum strains and culture conditions. Specific strains used in this study are 

described in Table 3.2.4-1. C. glutamicum was routinely grown at 33°C in AR medium (20) with 

glucose or acetate added at 2 % (w/v). Where appropriate, media contained 50 µg/ml of kanamycin 

(Km) or 5 µg/ml of chloramphenicol (Cm). AR media without yeast extract (AA medium) and 
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without both yeast extract and casamino acids (minimal BT medium) were used for sugar utilization 

studies.  

Table 3.2.4-1 C. glutamicum strains used in this study

Strain Relevant characteristic(s)a Reference

R plasmidless wild-type strain 15
R-CEL Cel+ adaptive mutant of C. glutamicum R; bglF(V317A) 15
R-CEL2 Cel+ adaptive mutant of C. glutamicum R; bglF(V317M) 16, 17
R-PDI5 ∆ptsI; C. glutamicum R derivative, Kmr 15
R(bgl::npt) ∆bgl; C. glutamicum R derivative, Kmr 16, 17
R-CEL(bgl::npt) ∆bgl; C. glutamicum R-CEL  derivative, Kmr 16, 17
ATCC13869-C cured C. glutamicum ATCC13869; Bgl- 20

a Abbreviations: Bgl-, β-glucoside non-utilizating phenotype; Cel+, cellobiose utilizating phenotype

Table 3.2.4-1 C. glutamicum strains used in this study

Strain Relevant characteristic(s)a Reference

R plasmidless wild-type strain 15
R-CEL Cel+ adaptive mutant of C. glutamicum R; bglF(V317A) 15
R-CEL2 Cel+ adaptive mutant of C. glutamicum R; bglF(V317M) 16, 17
R-PDI5 ∆ptsI; C. glutamicum R derivative, Kmr 15
R(bgl::npt) ∆bgl; C. glutamicum R derivative, Kmr 16, 17
R-CEL(bgl::npt) ∆bgl; C. glutamicum R-CEL  derivative, Kmr 16, 17
ATCC13869-C cured C. glutamicum ATCC13869; Bgl- 20

a Abbreviations: Bgl-, β-glucoside non-utilizating phenotype; Cel+, cellobiose utilizating phenotype

 

 
DNA techniques. Routine recombinant DNA manipulations and analyses were performed 

according to standard protocols (25). Electroporation was used to transform C. glutamicum with 

plasmid DNA (32). When necessary, DNA fragments from chromosomal or plasmid DNA were 

amplified with ExTaq polymerase (Takara) or Pfu polymerase (Promega) and specific primers by 

PCR following appropriate protocols (13). The PCR products were purified by using the PCR 

Purification Kit from QIAGEN, inserted to a suitable plasmid (see below) and sequenced. The DNA 

sequences were determined on both strands of the linear template by dideoxy chain termination 

method using the BigDye™ Terminator Cycle Sequencing kit in the presence of 5% dimethyl 

sulfoxide and by use of the ABI Prism® 377 DNA sequencer (Applied Biosystems-Perkin-Elmer). 

Construction of plasmids. Plasmids pRbglFAG, pCbglFA, pCbglF, pCbglA and their 

V317A and/or V317M mutant variants were described elsewhere (16, 17). The bglG deletion plasmid 

pRbglFA was created by inserting 3·75-kb PCR product containing the promoter region and bglFA 

genes into BamHI/BglII restriction sites of pCRA1. The PCR product was prepared from pRbglFAG 

with primers RBF (AAGGATCCTGCAGTAAAAGCTAG [plus strand; BamHI site is underlined) 

and RBB (CTAAGATCTACCGAGGTGACACCTCC [minus strand; BglII site is underlined). 

Plasmid pCRA1 is an E. coli-Corynebacterium spp. shuttle vector from our laboratory collection. It 

was derived from pHSG298 (Takara) and coryneform plasmid pBL1 (11) and confers Cm resistance.  
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Fig. 3.2.4-2 Comparative analysis of putative RAT sequences and proteins of the BglG/SacY family. The 
identical and highly conserved nucleotides and amino acid residues are boxed. Dashes were inserted to 
optimize the alignment. (Cgl), C. glutamicum R; (Bsu), B. subtilis; (Eco), E. coli; (Clo), C. longisporum; 
(Lla), Lactococcus lactis; (Lca), Lactococcus casei. (A) Multiple alignment of putative RAT from the 
C. glutamicum R bgl operon with RAT sequences situated upstream of licT (Bsu) and licS (Bsu) (29), 
bglP (Bsu) (19), bglG (Eco) and bglF (Eco) (28), sacB (Bsu) (6), sacP (Bsu) (7), abgF (Clo) (4), 
bglR (Lla) (2), lacT (Lca) (1). Predicted consensus in secondary structures of RAT is indicated on the top 
and differences within the alignment (black circles stand for stem, crosses represent nucleotides in 
bubble). Secondary structure model of RAT preceding bgl is shown to the right. Antiterminator proteins 
that appear in panels B and C are assigned to their cognate RAT sequences. (B) Comparison of deduced 
N terminal amino acid sequence of BglG from C. glutamicum R with CAT sequences from B. subtilis
LicT (29) and SacY (33) and E. coli BglG (28). Arrowheads indicate RNA binding sites determined for 
LicT and SacY (doubled arrowhead points at residue expected to contribute to recognition of specific 
RAT) (8). (C) Multiple alignment of duplicated putative PRD of BglG from C. glutamicum R with 
related domains from other proteins of the BglG/SacY family. Conservancy is indicated both within each 
of and between PRD-I and PRD-II. The positions of histidine residues associated with regulation are 
indicated by diamond symbols.

Fig. 3.2.4-2 Comparative analysis of putative RAT sequences and proteins of the BglG/SacY family. The 
identical and highly conserved nucleotides and amino acid residues are boxed. Dashes were inserted to 
optimize the alignment. (Cgl), C. glutamicum R; (Bsu), B. subtilis; (Eco), E. coli; (Clo), C. longisporum; 
(Lla), Lactococcus lactis; (Lca), Lactococcus casei. (A) Multiple alignment of putative RAT from the 
C. glutamicum R bgl operon with RAT sequences situated upstream of licT (Bsu) and licS (Bsu) (29), 
bglP (Bsu) (19), bglG (Eco) and bglF (Eco) (28), sacB (Bsu) (6), sacP (Bsu) (7), abgF (Clo) (4), 
bglR (Lla) (2), lacT (Lca) (1). Predicted consensus in secondary structures of RAT is indicated on the top 
and differences within the alignment (black circles stand for stem, crosses represent nucleotides in 
bubble). Secondary structure model of RAT preceding bgl is shown to the right. Antiterminator proteins 
that appear in panels B and C are assigned to their cognate RAT sequences. (B) Comparison of deduced 
N terminal amino acid sequence of BglG from C. glutamicum R with CAT sequences from B. subtilis
LicT (29) and SacY (33) and E. coli BglG (28). Arrowheads indicate RNA binding sites determined for 
LicT and SacY (doubled arrowhead points at residue expected to contribute to recognition of specific 
RAT) (8). (C) Multiple alignment of duplicated putative PRD of BglG from C. glutamicum R with 
related domains from other proteins of the BglG/SacY family. Conservancy is indicated both within each 
of and between PRD-I and PRD-II. The positions of histidine residues associated with regulation are 
indicated by diamond symbols.  

Analyses of mRNA by dot blotting. Total RNA was isolated from cells growing 

exponentially (optical density at 590 nm, OD590, of about 3) in AA media supplemented with 0·5% 

carbon source by using the Qiagen RNA Mini Kit. Equal amounts of total RNA (1·5 µg each) in 

10 × SSC (1·5 M NaCl, 0·15 M sodium citrate, pH 7·0) were denatured at 90°C for 10 min and 

spotted onto nylon membranes soaked in 10 × SSC. After baking at 80°C for 2 h, the membranes 

were prehybridized for 2 h and hybridized overnight at 42°C and then washed at high stringency as 

described by Sambrook et al. (25). The 1·9-kb DNA fragment covering bglF and 1·5-kb fragment 

covering bglA were labeled with digoxigenin-dUTP (Roche Diagnostics) by PCR with primers ABF 
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plus ABB and FKF plus FBB (see above), respectively, and used as a mixed hybridization probe. 

Detection was performed by using Gene Images™ detection kit (Amersham Pharmacia Biotech) 

according to the recommended protocol. The signal was scanned in Luminiscent Image Analyzer 

model LAS-1000 CH (Fuji). 

 

Analysis of sugar in culture media and in vitro assay of PTS activity. For sugar uptake 

studies, the culture samples were removed at stated intervals and filtered through 0·2-µm filters 

(Millipore). Sugar concentrations were determined by HPLC using the model 8020 apparatus from 

TOSOH (Japan) with a 600 mm OA PAK-A TSK-GEL® column (TOSOH). The chromatography 

was performed at 40°C with 0·75 mM H2SO4 as a mobile phase (1·0 ml/min) and sugars were 

detected with a refraction index detector. 

 

The combined β-glucoside phosphorylation and phosho-β-glucosidase activities were 

determined essentially by the method of Kricker and Hall (18). The cells from a culture that reached 

desired OD590 were harvested by centrifugation (6000 × g, 5 min, 4°C), washed in ice cold 50 mM 

NaKHPO4 buffer (pH 7·2) and resuspended in the same buffer to an OD590 of 200. Cells were 

disrupted in 2 min with 0·1-mm Al2O3 beads in Mini-Beadbeater device (BioSpec) set to the 

maximum speed. Crude cell-free extracts were assayed at 33°C in 50 mM NaKHPO4 buffer (pH 7·2) 

containing 5 mM MgCl2, 2 mM p-nitrophenyl β-D-1,4-glucopyranoside (PNPG) and 2 mM 

phosphoenolpyruvate. The unit of activity was defined as the pmol amount of p-nitrophenol released 

from PNPG per second per 1 mg of total protein. Formation of p-nitrophenol was monitored by 

measuring the absorbance at 410 nm at 30 s intervals in a period of 15 min. The protein content was 

determined by using the Bradford Reagent Kit (Bio-Rad). 

 

(4) RESULTS 

Induction of bgl operon. The presence of a single promoter preceding the bglFAG genes 

which encode closely related activities, gene spacing and putative regulatory features such as 

RAT/antiterminator overlap (Figs. 3.2.4-1A and 2A), which are similar with other PTS, led us to 

conclude that bglFAG represents the β-glucoside PTS operon which may be a subject to carbon 

catabolite repression (10, 14, 31). To explore carbon control of bgl genes we first investigated 

induction of bglFAG by using hybridization of total RNA from cells grown on various carbon sources 

with probes corresponding to bglF and bglA (Fig. 3.2.4-3A). The in vivo bgl transcripts were detected 

in C. glutamicum R grown on methyl-β-glucoside, salicin and arbutin but not on acetate, glucose or 

cellobiose. Cellobiose induced transcription of bgl operon only in an adaptive Cel+ mutant R-CEL. In 

spite of the apparent absence of salicin-inducible bglFA transcripts in R(bgl::npt) (Fig. 3.2.4-3A), the 

pattern of salicin consumption from mineral BT media supplemented additionally with glucose 

 213



 

remained unchanged (Fig. 3.2.4-3B). We were also unable to assign any change of phenotype in this 

strain grown on salicin, arbutin and methyl-β-glucoside alone (data not shown).  

Fig. 3.2.4-3 Induction of bgl-specific mRNA synthesis in vivo and sugar utilization in C. 
glutamicum strains. (A) Dot blot analyses of RNA isolated from cells grown in AA media with 0.5% 
carbon sources as indicated. 1.5 µg of total RNA isolated from cells in the middle of logarithmic 
phase of growth was dot blotted and probed with the DNA fragments covering bglF and bglA genes 
(×, no RNA spotted). Bottom panels: Growth and sugar utilization by parental and bgl-disruptant
strains of C. glutamicum. Growth of the cultures in minimal BT media as an optical density of 
culture measured at 590 nm (OD590nm; top of each panel) and consumption of supplemented 
carbohydrates (bottom) were monitored throughout the growth. (B) C. glutamicum R (empty 
symbols) and R(bgl::npt) (solid symbols) grown on media containing 0.2% salicin (triangles)  plus 
0.3% glucose (circles). (C) C. glutamicum R-CEL (empty symbols) and R-CEL(bgl::npt) (solid 
symbols) grown on media containing 0.2% cellobiose (triangles) plus 0.3% glucose (circles).

Fig. 3.2.4-3 Induction of bgl-specific mRNA synthesis in vivo and sugar utilization in C. 
glutamicum strains. (A) Dot blot analyses of RNA isolated from cells grown in AA media with 0.5% 
carbon sources as indicated. 1.5 µg of total RNA isolated from cells in the middle of logarithmic 
phase of growth was dot blotted and probed with the DNA fragments covering bglF and bglA genes 
(×, no RNA spotted). Bottom panels: Growth and sugar utilization by parental and bgl-disruptant
strains of C. glutamicum. Growth of the cultures in minimal BT media as an optical density of 
culture measured at 590 nm (OD590nm; top of each panel) and consumption of supplemented 
carbohydrates (bottom) were monitored throughout the growth. (B) C. glutamicum R (empty 
symbols) and R(bgl::npt) (solid symbols) grown on media containing 0.2% salicin (triangles)  plus 
0.3% glucose (circles). (C) C. glutamicum R-CEL (empty symbols) and R-CEL(bgl::npt) (solid 
symbols) grown on media containing 0.2% cellobiose (triangles) plus 0.3% glucose (circles).

 

 

PTS/β-glucosidase activity in recombinant C. glutamicum ATCC13869. The PTS and 

β-glucosidase (PTS/β-glucosidase) activities were evaluated as combined activities in vitro as 

described under Materials and Methods. Unlike C. glutamicum R, C. glutamicum ATCC13869 does 

not grow on methyl-β-glucoside, salicin or arbutin. Southern hybridization further revealed the 

absence of the bglFA genes from the chromosome of this strain (17). Phosphorylation and cleavage of 

β-glucoside analog PNPG were also not detected under any conditions tested (Table 3.2.4-2). The 
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transformation of ATCC13869-C strain with pCbglFA resulted in constitutive, carbohydrate 

independent expression of PTS/β-glucosidase activity (Table 3.2.4-2). Regardless of the high 

constitutive PTS/β-glucosidase activity in the ATCC13869-C harboring pCbglFA, this strain failed to 

grow on cellobiose (Fig. 3.2.4-4B), thereby confirming that it is mutation in codon 317 of bglF that is 

required for cellobiose transport and subsequent utilization (16, 17) .  

C. glutamicum ATCC13869-C harboring individual bglF or bglA genes did not exhibit 

PTS/β-glucosidase activity and (Table 3.2.4-2). It thus appeared that both BglF PTS permease and 

phospho-β-glucosidase were essential for utilization of β-glucosides in recombinant cells. To 

demonstrate their function in vitro, we combined crude extracts from strains transformed with 

pCbglF and pCbglA. As shown in Table 3.2.4-2, the PTS/β-glucosidase activity was restored to the 

level found in pCbglFA-transformed ATCC13869-C. Interestingly, the phospho-β-glucosidase 

(bglA) alone allowed pCbglA transformants to utilize methyl-β-glucoside. This sugar seemingly 

entered the cell via another (glucose-specific?) PTS permease. Noteworthy, methyl-β-glucoside can 

be also a substrate for glucose PTS in E. coli (27). 

Fig. 3.2.4-4 Growth and cellobiose utilization in C. glutamicum strains. The cultures were 
grown in minimal BT media supplemented with sugars as indicated below. Growth (top of 
each panel) as an optical density of culture measured at 590 nm (OD590nm) and sugar 
consumption (bottom) were monitored throughout the growth. (A) Comparison of C. 
glutamicum R-CEL (empty symbols) and R-CEL2 (solid symbols) in media containing either 
0.5% glucose (growth: diamonds; sugar consumption not shown) or 0.5% cellobiose (growth: 
squares; sugar: triangles). (B) Growth of C. glutamicum ATCC13869-C transformed with 
pCbglFA (open symbols) or pCbglFAA (solid symbols) in media supplemented with glucose 
(circles) and cellobiose (triangles). For genetic organization of pCbglFA see Fig. 3.2.4-5A.
Plasmid pCbglFAA is the same as pCbglFA but harbors a mutant bglF(V317A). It should be 
noted here that the PTS/b-glucosidase activities reported in Table 3.2.4-2 for ATCC1369-C 
transformed with pCbglFA and values found in similar experiments with 
pCbglFAA-transformant (data not shown) were essentially identical. 

Fig. 3.2.4-4 Growth and cellobiose utilization in C. glutamicum strains. The cultures were 
grown in minimal BT media supplemented with sugars as indicated below. Growth (top of 
each panel) as an optical density of culture measured at 590 nm (OD590nm) and sugar 
consumption (bottom) were monitored throughout the growth. (A) Comparison of C. 
glutamicum R-CEL (empty symbols) and R-CEL2 (solid symbols) in media containing either 
0.5% glucose (growth: diamonds; sugar consumption not shown) or 0.5% cellobiose (growth: 
squares; sugar: triangles). (B) Growth of C. glutamicum ATCC13869-C transformed with 
pCbglFA (open symbols) or pCbglFAA (solid symbols) in media supplemented with glucose 
(circles) and cellobiose (triangles). For genetic organization of pCbglFA see Fig. 3.2.4-5A.
Plasmid pCbglFAA is the same as pCbglFA but harbors a mutant bglF(V317A). It should be 
noted here that the PTS/b-glucosidase activities reported in Table 3.2.4-2 for ATCC1369-C 
transformed with pCbglFA and values found in similar experiments with 
pCbglFAA-transformant (data not shown) were essentially identical. 
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BglG acts as a positive regulator. To examine whether bglG, encoding putative 

transcriptional regulator (Fig. 3.2.4-2B and C), is required for induction of bgl genes, we compared 

growth and PTS/β-glucosidase activities in C. glutamicum ATCC13869-C transformed with 

plasmids containing entire bglFAG sequence including the regulatory features (plasmid pRbglFAG) 

and its bglG deletion variant (plasmid pRbglFA). Whilst transformation with pRbglFAG resulted in 

utilization of methyl-β-glucoside, salicin and arbutin, these β-glucosides were not utilized in cells 

harboring pRbglFA (data not shown). As illustrated in Table 3.2.4-2, methyl-β-glucoside and salicin 

induced PTS/β-glucosidase activity in pRbglFAG-transformed ATCC13869-C, but not in pRbglFA 

transformants, thereby suggesting that bglG product acts as a positive regulator. Similar situation was 

observed also in C. glutamicum ATCC13869-C transformed with pRbglFA variant harboring 

mutations V317A and V317M (plasmids pRbglFAA and pRbglFAM, respectively) (Table 3.2.4-2).  

Table 3.2.4-2 Functional expression of bgl genes in C. glutamicum ATCC13869-C

Combined PTS and phospho-β-glucosidase activitya

Plasmid
0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.05%

Acetate Glucose β-MG Salicin Cellobiose

pCRA1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pCbglFA 19.7 20.1 18.5 (18.6)b 20.5 (18.6)b 17.1
pCbglF 0.0 0.0 (26.7)c 0.0 0.0 0.0
pCbglA 0.51 0.62 0.80 0.60 0.73
pRbglFAG - 1.92 17.6 22.4 -
pRbglFA - 0.32 0.38 0.33 -
pRbglFAA - 0.33 - 0.45 0.28 
pRbglFAM - 0.38 - 0.41 0.46

a The 50% inhibition of the rate of p-nitrophenyl formation was achieved at PNPG-to-salicin ratio of 1:1.
b 0.4% glucose was supplemented additionally.
c An equal amount of cell-free extract from pCbglA transformed ATCC13869-C (not included in 
calculation of specific activity) was additionally supplied to provide phospho-β-glucosidase.

Table 3.2.4-2 Functional expression of bgl genes in C. glutamicum ATCC13869-C

Combined PTS and phospho-β-glucosidase activitya

Plasmid
0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.05%

Acetate Glucose β-MG Salicin Cellobiose

pCRA1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pCbglFA 19.7 20.1 18.5 (18.6)b 20.5 (18.6)b 17.1
pCbglF 0.0 0.0 (26.7)c 0.0 0.0 0.0
pCbglA 0.51 0.62 0.80 0.60 0.73
pRbglFAG - 1.92 17.6 22.4 -
pRbglFA - 0.32 0.38 0.33 -
pRbglFAA - 0.33 - 0.45 0.28 
pRbglFAM - 0.38 - 0.41 0.46

a The 50% inhibition of the rate of p-nitrophenyl formation was achieved at PNPG-to-salicin ratio of 1:1.
b 0.4% glucose was supplemented additionally.
c An equal amount of cell-free extract from pCbglA transformed ATCC13869-C (not included in 
calculation of specific activity) was additionally supplied to provide phospho-β-glucosidase.

 

 

Effect of different carbon sources on PTS/β-glucosidase activity. To investigate the 

β-glucoside PTS and its regulation in more detail we measured the combined PTS and β-glucosidase 

activity in crude cell extracts from strains grown in AA medium supplemented with 0·4% sodium 

acetate, 0·4% glucose, 0·1% methyl-β-glucoside, 0·1% salicin, or 0·05% cellobiose (Table 3.2.4-3). 

Compared to the control (acetate), the presence of methyl-β-glucoside and salicin resulted in 20- to 

30-fold increase of PTS/β-glucosidase activity in C. glutamicum R, R-CEL and R-CEL2.  This 

activity was induced by the same spectrum of β-glucosides also in bgl-deficient mutants, suggesting 

the presence of another PTS responsible for the observed Bgl+ phenotype of bgl::npt strains. The 
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levels of the PTS/β-glucosidase activity were actually similar in wild-type and R(bgl::npt) strains  

suggesting that a second system may fully complement the bgl operon to provide sufficient activity 

for maximum (as compared to glucose) growth.  

Table 3.2.4-3 Influence of different carbon sources on activity of β-glucoside PTS

Combined PTS and phospho-β-glucosidase activity

Strain Relevant 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.05%
genotype    Acetate Glucose β-MG Salicin Cellobiose

R bglF 0.53            0.77 12.1 (1.11) a 11.3 (0.95)a 0.80
R-CEL bglF(V317A)        0.42            0.63 - 11.6 (0.97) a 11.7 (0.68) a

R-CEL2 bglF(V317M)        0.56           0.71 - 11.2 (1.00) a 4·91 (0.53) a

R(bgl::npt) ∆bgl 0.33            0.37 9.3 (1.17) a 11.1 (1.26) a 0.68
R-CEL(bgl::npt)       ∆bgl 0.45            0.48 - 10.7 0.63

a 0.4% glucose was supplemented additionally.

Table 3.2.4-3 Influence of different carbon sources on activity of β-glucoside PTS

Combined PTS and phospho-β-glucosidase activity

Strain Relevant 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.05%
genotype    Acetate Glucose β-MG Salicin Cellobiose

R bglF 0.53            0.77 12.1 (1.11) a 11.3 (0.95)a 0.80
R-CEL bglF(V317A)        0.42            0.63 - 11.6 (0.97) a 11.7 (0.68) a

R-CEL2 bglF(V317M)        0.56           0.71 - 11.2 (1.00) a 4·91 (0.53) a

R(bgl::npt) ∆bgl 0.33            0.37 9.3 (1.17) a 11.1 (1.26) a 0.68
R-CEL(bgl::npt)       ∆bgl 0.45            0.48 - 10.7 0.63

a 0.4% glucose was supplemented additionally.

Cellobiose induced the PTS/β-glucosidase activity only in R-CEL (28-fold) and R-CEL2 

(9-fold). Induced activities correlated with the growth characteristics of these mutant strains: Both 

R-CEL and R-CEL2 strains grew equally well in mineral BT media with glucose (as well as 

methyl-β-glucoside and salicin; data not shown) with a growth rate (µ) of about 0·65 h-1, but 

evaluation of growth on 0·5% cellobiose revealed significant differences between strains 

(Fig. 3.2.4-4A). The R-CEL strain both consumed cellobiose and grew (µ of 0·23 h-1) faster than 

R-CEL2 (µ of 0·10 h-1). Taken together, these data indicated that mutations V317A and V317M do 

not provide an equally well performing cellobiose PTS. 

We further explored the PTS/β-glucosidase activity in C. glutamicum R and its variants 

grown on mixtures of glucose and β-glucosides to test whether a favored carbon source would 

repress the β-glucoside PTS. The PTS/β-glucosidase activities were then only about 10% of those 

induced by β-glucosides alone (Table 3.2.4-3), thereby attesting that β-glucoside PTS is subject to 

carbon catabolite repression and β-glucosides should be considered alternative carbon sources in C. 

glutamicum R. The finding that constitutive expression of bglF317AA resulted in simultaneous 

utilization of glucose and cellobiose indicated that bgl-dependent utilization of β-glucosides is 

negatively regulated at the transcription level.  

 

(5) DISCUSSION 

The β-glucoside phosphotransferase and utilization system from C. glutamicum R 

represents the first example of such a system reported from Actinobacteria. Previous analysis of this 

system revealed that it comprises three genes, bglF, bglA, and bglG, coding for PTS permease, 
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β-glucosidase and putative positive transcription regulator, respectively (16, 17) (Fig. 3.2.4-1A). 

Functional analysis of bglF and bglA performed in Bgl- C. glutamicum ATCC13869-C confirmed 

that BglF permease along with the BglA hydrolase support transport and breakdown of 

methyl-β-glucoside, salicin and arbutin in vivo. It has been also demonstrated that a single amino acid 

substitution (Fig. 3.2.4-1B) is required for activity of BglF on cellobiose in adaptive cellobiose 

utilizing mutants of C. glutamicum R (16, 17). 

Intriguingly, functional bglFAG genes are absent from both C. glutamicum ATCC13869 

and ATCC13032, which can not grow on the expense of β-glucosides (15) and thus apparently lack 

also functional homologue of the second, yet unidentified, β-glucoside system of C. glutamicum R. 

Taking advantage of the available genome sequence of C. glutamicum ATCC13032 (GenBank 

accession no. NC 003450) and probing it with bglFAG sequence in silico, we obtained only positive 

hit in the DNA region which was identical with part of bglG coding sequence corresponding to amino 

acids 96 to 289 of BglG (data not shown). Noteworthy, this sequence is in ATCC13032 strain located 

3 kb upstream of an insertion element designated ISCg2 (24). It is, therefore, tempting to speculate 

that the bgl homologue was in the ancestor of ATCC13032 strain present, however it was 

knocked-out due to DNA rearrangements related to transposition event. 

Having identified the RAT/terminator overlap at the bgl sequence (Figs. 3.2.4-1A and 2A) 

and considering that bglG gene was confirmed indispensable for induction of the PTS/β-glucosidase 

activity in C. glutamicum ATCC13969-C (Table 3.2.4-2), it appears that transcription of bgl genes is 

regulated via a transcription antitermination mechanism (10, 14, 31). Inded, the predicted 31·7 kDa 

BglG protein (Fig. 3.2.4-2 B and C) shared 53% similarity with LicT from B. subtilis (29) and BglG 

from E. coli (28), the transcriptional antiterminators belonging to the BglG/SacY family. The 

similarities were particularly significant for three distinct regions. The first 56 amino acid residues 

resembled the so-called co-antiterminator RNA binding domain, which was 75% similar to that of 

LicT from B. subtilis. Two other regions (amino acids 93 to 169 and 208 to 280) might, by similarity, 

represent duplicated PTS regulatory domains PRD-I and II (14, 31).  

The activity of antiterminators of BglG/SacY family and their propensity to stabilize the 

secondary structure of RAT sequence precluding early termination of transcription is determined by 

antagonistic phosphorylations at two distinct PRD domains (10, 14, 31). Such a format is proposed 

here to explain induction of reported bgl operon. It is generally accepted that the phosphoryl group 

(P) of IIB-P from regulated system is primarily funneled to incoming carbohydrate during its 

transport but becomes transferred to the antiterminator in the absence of inducer. The 

phosphorylation at suppressor PRD inhibits activity of the antiterminator but becomes reversed when 

the inducing carbohydrate is present and overall level of IIB-P declines. In addition, the activity of 

several antiterminators is positively controlled by HPr-mediated phosphorylations at second PRD. 

The stimulatory phosphorylation by HPr-P does not occur, however, when the HPr-P becomes 
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largely dephosphorylated during PTS-mediated sugar transport.  

According to above assumptions, the RNA hybridization analysis demonstrated that the bgl 

operon is induced by methyl-β-glucoside, salicin and arbutin, and in the R-CEL strain also by 

cellobiose (Fig. 3.2.4-3A). The availability of glucose further repressed PTS/β-glucosidase activity 

in C. glutamicum R and R-CEL (Table 3.2.4-3) and β-glucosides salicin and cellobiose, respectively, 

were appreciably taken up from media only after all glucose was consumed (Fig. 3.2.4-3B and 3C). It 

should be also noted that mutations V317A and V317M did not have equivalent phenotypes (Fig. 

3.2.4-4A and Table 3.2.4-3). Induction of bgl-born PTS/β-glucosidase activity by cellobiose and the 

response to glucose availability was more pronounced in the R-CEL mutant. Assuming that 

efficiency of antitermination correlates with a number of IIBBgl domains dephosphorylated by 

incoming inducer (10), it appears that the difference between levels of PTS/β-glucosidase activities 

induced by cellobiose in R-CEL harboring bglF317A and R-CEL2 with bglF317M allele stems from 

different efficiency of cellobiose transport. Growth of R-CEL2 was slower on cellobiose than that of 

R-CEL, which was also reflected by the lower rate of cellobiose consumption (Fig. 3.2.4-4A) which 

supports such an idea. Our approach did not fully address the influence of V317A and V317M on 

transport of other β-glucosides, as these mutations are masked in C. glutamicum R-CEL and R-CEL2 

by complementary β-glucoside PTS. It is worth noting, however, that we did not observe any 

significant differences in growth and PTS/β-glucosidase activities in C. glutamicum ATCC13869-C 

transformed with plasmids harboring wild-type or mutant bgl operons when salicin or 

methyl-β-glucoside was supplemented as the only carbon and energy source (data not shown). It 

suggested that the reported substitutions at residue 317 only extended the substrate specificity 

towards cellobiose.  

The experimental data represented here encourage the concept that it is BglG and 

transcriptional antitermination, which are responsible for the carbon catabolite control of bglFAG in 

C. glutamicum R and of its mutant variants in strains R-CEL and R-CEL2. As the RAT/antiterminator 

was the only regulatory feature on bgl sequence, the dependence of antitermination on HPr-mediated 

phosphorylation should represent a single mechanism responsible for carbon catabolite repression. 

According to this model, the glucose repression of bgl operon is due to absence of stimulating 

phosphorylation attributable to competition for HPr-P between constitutive glucose PTS and 

positively controlled PRD of BglG. However, determination of actual role of conserved histidine 

residues within PRD identified on BglG from C. glutamicum R (Fig. 3.2.4-2C) remains future 

challenge.  
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3.2.5 嫌気条件下におけるエネルギー生成系の（活性化因子の）解析 

 

 

(1) 要約 

 コリネ型細菌を高密度に充填した反応系において、グルコースを基質とした乳酸、コハ

ク酸生産開始前にピルビン酸を添加することで、グルコースの消費及び有機酸の生成速度

の増加を確認した。そこで、ピルビン酸の添加による反応促進効果の作用機序を解明する

ことを目的に、細胞内酸化還元バランスの指標である細胞内の NADH、NAD+ 両化合物濃

度の測定を行い、NADH/NAD+比と反応速度との関連性を評価した。その結果、ピルビン酸

を添加した条件では、細胞内の NADH/NAD+比の低下が確認された。また、各種遺伝子破壊

株を用いた反応系における速度論的解析の結果、ピルビン酸の添加は乳酸代謝系の Lactate 

dehydorgenase (LDH) による NADH の再酸化を介して、有機酸の生成反応を促進しているこ

とが明らかとなった。以上の結果より、ピルビン酸添加による反応速度増加の作用機序は、

NADH の NAD+への再酸化を促進することによる、解糖系酵素 Glycelaldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH)における反応抑制軽減であることを明らかにした。 

 

 

(2) 緒言 

 近年の環境問題に対する関心が高まる中で、地球環境に対する付加の少ない生産プロセ

スの開発と、このシステムを利用した資源循環型社会の構築が求められている。バイオマ

スは広義な意味で大気中の二酸化炭素固定媒体であるため、これを原料とする物質生産は

資源の循環を可能にする。バイオプロセスはグルコースなどのバイオマス由来の資源を原

料とするため、石油に依存しない物質生産系として非常に有望である。また、使用する生

物の特性を生かした常温常圧のプロセスであるため、廃棄物やエネルギーコストの観点か

らも理想的な手法と言えるが、従来の化学工業プロセスと比較して生産速度が劣ること、

副生成物が多いことなどの問題から、その学術的な進歩とは対照的に実際の工業的利用は

非常に限られていた。 

 このバイオプロセスの単位容積あたりの生産速度の低さを改善することで、従来化学工

業プロセスに依存してきた生産プロセスへの応用を図るため、我々はアミノ酸生産菌とし

て工業化の実績のあるコリネ型細菌を利用した、新規コンバージョンプロセスの確立を検

討している。我々が提案している生産プロセスの、従来の発酵法による生産プロセスとの

違いを図 3.2.5-1 に示した。従来発酵法とは菌体の増殖過程における菌体外への化合物の分

泌を、生産に応用したものであり、乳酸やアルコール発酵などがこれに属する。本プロセ

スには物質生産に利用する菌体の増殖が必須であるため、“増殖の場”としての巨大な発酵

槽が必要となり、このため単位容積当たりの生産速度は化学プロセスと比較して遅くなる。

また、基質の一部は菌体の増殖のために消費されることが避けられず、目的物質への変換
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率低下の一因となっている。これに対して我々の提案する新規プロセスでは、コリネ型細

菌をあらかじめ高濃度に充填させ、増殖抑制条件下で反応に用いる。そのため、あたかも

“化学触媒”のように、コンパクトな反応槽を用いて高い生産性を実現することが可能と

なる。つまり、本プロセスの利用は反応槽の小型化と、複雑な工程管理の簡略化を可能に

することで、従来のバイオプロセスとは一線を画する。 

 

Batch culture
(low cell concentration)

Sugar

C. glutamicum R

growth
(Batch Culture)

Organic acids

Lactic acid bacterium, 
E. coli, Clostridium, etc. Fermentative products

Sugar

Continuous reaction
high cell concentration

growth suppressed condition

RITE

fermentation
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growth
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Lactic acid bacterium, 
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Continuous reaction
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growth suppressed condition

RITE

fermentation

 

図 3.2.5-1 コリネ型細菌を利用した新規コンバージョンプロセス 

 

 本研究室で使用している Corynebacterium glutamicum R は、アミノ酸生産菌として知られ

るコリネ型細菌に属する。コリネ型細菌は通常好気条件下で用いられるが、これに対し C. 

glutamicum R は、嫌気、増殖抑制条件下でも盛んな糖代謝活性を示すことをこれまでに明ら

かにしており、グルコースから乳酸やコハク酸などの有機酸を生産する（図 3.2.5-2）。また、

本菌は遺伝子組み換えによりセロビオース 1) やキシロースの利用が可能であるため、木質

系バイオマス由来の糖類を原料とした物質生産にとって、非常に有用な菌株と言える。本

研究ではこの C. glutamicum R を利用した先の新規コンバージョンプロセスにおける、有機

酸生産性の向上に関する検討を行った。指標としたのは細胞内の NADH, NAD+ 濃度および、

その比（NADH/NAD+  ratio）である。両化合物は補酵素として糖代謝に関与し、これらの

濃度及び割合（NADH/NAD+  ratio）は糖代謝速度の決定に対して多大な影響力を持つこと

が知られている 2, 3)。 
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図 3.2.5-2 コリネ型細菌の嫌気条件におけるグルコースからの有機酸の生成 

 

 グルコースを基質とする有機酸生成において、解糖系メンバーであるグリセルアルデヒ

ド-3 リン酸 デヒドロゲナーゼ (以下 GAPDH と省略)による反応は、代謝速度の制御の観点

から非常に重要な酵素である。図 3.2.5-3 に示した糖代謝系の概要図を用いて、以下にその

詳細を説明する。GAPDH はグルコースの代謝過程でグリセルアルデヒド-3-リン酸を酸化す

る酵素であるが、その反応において補酵素 NAD+を還元する。この反応により生成した

NADH は GAPDH の反応阻害因子として作用することが知られており、NADH/NAD+ 比の

増加に伴い阻害も増加する 4,5)。つまり、糖代謝の速度を維持するためには生成した NADH

を再酸化する機構が必要となるが、通常の好気条件では酸素分子を利用してこれを再酸化

するのに対し、嫌気条件では LDH などの酵素を介した基質代謝との共役反応に依存してい

る（図 3.2.5-4）。このように、糖代謝速度を維持するためには、NADH の再酸化を介した

NAD+ の供給を効率よく行うことが重要となる。他の微生物を用いた研究例からも、NADH

レベルの増加による GAPDH の反応阻害が報告されており、この阻害はしばしば解糖系全体

の速度を制限する 6)。このため、細胞内の NADH/NAD+ 比は、糖代謝における反応制御を

考える上で、非常に重要な意味を持つ。 

 このような背景のもと、本研究では先に紹介した RITE プロセスにおける細胞内

NADH/NAD+ 比を測定し、その反応速度との関連性を評価した。さらに、糖代謝活性の向

上を目的に、細胞内の NADH レベルの低下を試みた。具体的には、反応開始前に代謝中間

体であるピルビン酸を微量添加することにした。ピルビン酸の代謝により細胞内の NADH

レベルを低下することが可能であれば、糖代謝阻害の軽減が期待できる。 
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図 3.2.5-4 好気条件と嫌気条件における NADH 再酸化機構の違い 
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(3) 材料と方法 

① 菌体とその培養： 使用した菌株は Corynebacterium glutamicum R とその lactate 

dehydroegnase （LDH）破壊株。LDH 破壊株は染色体上の lactate dehydroegnase を

コードする配列にクロラムフェニコール耐性カセットを挿入し、LDH タンパクの発現

を完全に抑えた株である。培養は以下の手順に従い行った。なお、LDH 破壊株の培養

には後述する A 培地にクロラムフェニコール（5 µg/ml）を添加した AC 培地を使用し

た。 

 a. プレート培養 

 A プレート (表 3.2.5-1) に白金耳で植菌し、33 ℃で 12 時間培養した。 

 b. 前培養 

前培養はA培地 (表. 3.2.5-1) 10 mlに最終glucose濃度4 %を加えて33 ℃、200 rpm、

12 時間振とう培養した。振とう培養機は、Innova 社 Incubator shaker 4330 を用い

た。 

c. 本培養 

2 L のフラスコを用いて、グルコース 4%を含む A 培地 500 ml に初期濃度が

OD610=0.05 になるよう菌体を植菌し、33 ℃、200 rpm にて、12 時間好気下で振と

う培養を行った。振とう培養機は、Innova 社 Incubator shaker 4330 を用いた。 

 d. 回収・洗菌 

増殖した菌体を遠心分離で回収し、BT-U 培地で 2 回洗菌した。回収・洗菌の条件

は、5000 × g、4 ℃、10 min で行った。遠心分離機は、BECKMAN 社 Abanti HP-20 

xp を用いた。 
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表 3.2.5-1 増殖及び反応培地の組成 

A plate A BT-U

(NH
2
)

2
CO 2.0 2.0 ‐

(NH
4
)

2
SO

4 7.0 7.0 7.0

KH
2
PO

4 0.5 0.5 0.5

K
2
HPO

4 0.5 0.5 0.5

MgSO
4･7H

2
O 0.5 0.5 0.5

Biothin 200 ug 200 ug 200 ug

Tiamine 200 ug 200 ug 200 ug

FeSO
4･7H

2
O 0.006 0.006 0.006

MnSO
4･H

2
O 0.0042 0.0042 0.0042

Yeast 2.0 2.0 -

Casamino acid 7.0 7.0 -

Agar 3.0 ‐ ‐
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4 0.5 0.5 0.5
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2
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4 0.5 0.5 0.5

MgSO
4･7H

2
O 0.5 0.5 0.5

Biothin 200 ug 200 ug 200 ug

Tiamine 200 ug 200 ug 200 ug

FeSO
4･7H

2
O 0.006 0.006 0.006

MnSO
4･H

2
O 0.0042 0.0042 0.0042

Yeast 2.0 2.0 -

Casamino acid 7.0 7.0 -

Agar 3.0 ‐ ‐

 

 

② 嫌気反応 

 反応は 100 ml の medium bottle に 80 ml になるよう菌体反応液を加え、pH 制御条件

下で行った。以下に詳細を示す。BT-U 培地 (表 3.2.5-1) 60 ml に菌体を懸濁し、残り

の 20 ml でグルコースまたはピルビン酸を溶かした。反応液はあらかじめ 33℃、pH 7.5

に設定しておき、その後グルコース溶液を添加することで反応を開始した（終濃度 

200 mM）。pH の制御は 1 M アンモニアを用いて行い、菌体が沈降しない程度にゆっ

くりと攪拌し嫌気条件下にて菌体を反応させ、一定時間ごとにサンプルを分取した。

なお、ピルビン酸 を添加する場合には、グルコースの添加前に終濃度が 10 mM とな

る量のピルビン酸を添加した (0.055 g)。 

 

③ 分析条件： 嫌気反応における各時間のグルコース及び、有機酸濃度の分析は、以下

に示した方法に従い行った。  

グルコース濃度の測定は、グルコースアナライザー(王子計測：BF-4)を用いた。分析

条件は、流速 1 ml/min、リン酸バッファー(pH 7.0)、グルコース電極温度 35 ℃とした。 

有機酸濃度は、HPLC (東ソー：LC8020)を用いて以下の条件で測定した。 
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検出器：UV、CM 

カラム：東ソーTSK-GEL: OApak-A（有機酸分析用） 

移動層：0.75 mM 硫酸バッファー 

流速：1 ml/min 

カラム温度：40℃ 

 

④ 細胞内 NAD+, NADH 濃度の測定 

 反応に用いた菌体の細胞内 NAD+, NADH 含量を測定するため、以下に示した抽出

法と測定法に従って実験を行った。コリネ型細菌は細胞膜の強度が高いため、両化合

物の抽出には他の微生物を用いた場合よりも酸もしくはアルカリ濃度の高い条件が

必要となる。幾つかの条件を検討した結果、NAD+, NADH の抽出に要する時間は同じ

くコリネ型細菌を実験材料とする Molenaar らの方法 8) に従い、抽出に必要な酸、ア

ルカリの濃度に若干の修正を加えた方法で行った。また、それぞれの化合物の濃度測

定は Bergmeyer らの方法 9) に従い、分光光度計（DU 800, BECKMAN COULTER, USA）

を用いた UV 測定法を採用した。詳細を以下のチャートに示す。 

 

a. NAD+, NADH の抽出 

細胞の回収：OD610 = 40 に相当する培養液 30 ml を回収する 

↓ 

5,000 × g, 10 min,  4℃ 

↓ 

ペレットを冷やしておいた 50 mM MOPS buffer (pH 7.5) 20 ml で素早く懸濁 

↓ 

5,000 × g, 10 min, ４℃ 

↓ 

得られたペレットを冷やした超純水に再懸濁し、メスフラスコで 5 ml に 

メスアップした後、各 2.5 ml をサンプルとする 

↓  ↓ 

《NAD+ 測定用サンプル》 《NADH 測定用サンプル》 

1 ml の 1 N HClO4 を添加（pH<1）        1ml の[3N KOH, 50% EtOH]を添加 

↓  ↓ 

温浴中 55℃, 8 min 加温 温浴中 55℃, 5 min 加温 

↓  ↓ 

氷冷する 氷冷する 

↓  ↓ 

1N KOH を一滴ずつ加えて中和する       2.5N HCl を一滴ずつ加えて中和する 
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↓  ↓ 

超純水を加えて、正確に 5 ml にメスアップ 

↓ 

7,000 × g, 10 min, ４℃ 

↓ 

上清を注意深く回収し、これを測定用サンプルとした。 

 

b. NAD+, NADH 含量の測定 

 還元型の NADH は 340 nm 付近に吸収極大を持つが、酸化型の NAD+はこの付近に

吸収波長を持たない。そこで、分光光度計の測定室内の温度を 30℃に設定し、酵素法

により 340 nm における吸収を測定した。つまり、NAD+濃度を決定する際には、酵素

による還元反応で生成した NADH の濃度を測定し、NADH 濃度を決定する際には、

酵素による酸化反応で消失した NADH の濃度より求めた。なお、細胞の乾重量は、遠

心分離後に回収した菌体を 105℃のオーブンで約 12 時間乾燥させ、3 回の測定で誤差

の無くなった時点の平均値より求めた。反応の詳細な条件は以下に示した通り。 

 (ⅰ) NAD+ の測定 

Sample もしくは 50μM NAD+ std. 1000 μl 

（ブランクは超純水） 

0.1 M Diphosphate buffer (pH 8.8) 1000 μl 

EtOH     10 μl 

↓ 

340 nm における吸光度の変動が安定であることを確認（A1） 

↓ 

Buffer で 10 倍希釈した Alcohol dehydrogenase (ADH)懸濁液 

（30 unit/ml）10 μl を添加 

↓ 

340 nm における吸光度の減少を測定（A2） 

 

(ⅱ) NADH の測定 

Sample もしくは 50μM NADH std. 1000 μl 

（ブランクは超純水） 

0.1 M Triethanolamine buffer (pH 7.8) 1000 μl 

Substrate mixture    50 μl 

↓ 

340 nm における吸光度の変動が安定であることを確認（A1） 
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↓ 

Buffer で 10 倍希釈した Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GDH) 

懸濁液（17 unit/ml）5 μl を添加 

↓ 

340 nm における吸光度の減少を測定（A2） 

 

c. NAD+, NADH 含量の算出 

 サンプル中の NAD+, NADH それぞれの濃度は、標準液を用いて検量線を引いた値

より求めた。標準液の濃度はモル吸光度係数を用いて、あらかじめ確認を行っている。

サンプルの NADH 濃度は A1 から A2 を差し引いた吸光度の減少量を、NAD+ 濃度は

A1 から A2 に至る吸光度の増加量をそれぞれ求め、モル吸光度係数にもとづいてそれ

ぞれの濃度を算出した。また、反応の進行を確認する目的で、NAD+, NADH それぞれ

の 50μM 標準液を用意し、内部標準液としてサンプルの反応後に添加し、吸光度の減

少を確認した。 

 

 

(4) 結果と考察 

① ピルビン酸添加による有機酸生成速度の増大 

高濃度菌体を用いて反応を行った結果、グルコースを基質として乳酸およびコハク酸の

生成が認められた（図 3.2.5-5）。その他若干の酢酸と極微量のアミノ酸も認められたが、

これらの生成量は前者に比べてごく微量であった。なお、アミノ酸の分析は薄層クロマト

グラフィーによる分離後、ニンヒドリン反応によって検出した。またデータは示していな

いが、反応期間中における細胞の増殖は認められなかった。 
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図 3.2.5-5 C. glutamicum によるグルコースからの有機酸生成反応 

 -  - 231



ピルビン酸の添加による反応速度の変化を表 3.2.5-2 にまとめた。基質となるグルコー

スの濃度（200 mM）と比較してピルビン酸の濃度は微量に設定している（10 mM）。ピル

ビン酸の添加により、乳酸生成速度が約 2 倍に増加すると共に、コハク酸の生成速度も約

2 倍に増加した。また、グルコースの消費速度も 1.8 倍に増加した。添加したピルビン酸

は、反応開始直後に培地から消失しているにも関わらず、有機酸生成速度の増大は反応が

終了するまで持続した。つまり、ピルビン酸添加による反応促進効果は、単なる前駆体の

添加による一時的な作用ではなく、持続的な作用であることが分かった。 

以上の結果より、ピルビン酸の添加によって糖代謝が促進すると共に、乳酸及びコハク

酸生成速度が増大することが明らかとなった。グルコース消費速度の増加は、先に述べた

糖代謝阻害に対する軽減の可能性を示唆している。そこで、次にピルビン酸の添加が細胞

内の NADH/NAD+ バランスに与える影響を調べた。 

 

表 3.2.5-2  野生株におけるピルビン酸添加による発酵促進効果 

Relative consumption or production rate (%) 

Addition of  Glucose LA b SA c 

None 100 100 100 

Pyruvate a, d 175 207 215 
a 10 mM of Sodium pyruvate; 

b Lactate; c Succinate 
d 反応開始前にピルビン酸（10 mM）を添加 

 

② ピルビン酸添加による細胞内 NADH レベルの低下 

 反応開始から 3 時間が経過したピルビン酸が完全に消失した条件における、細胞内の

NADH 及び NAD+ 濃度を測定した（表 3.2.5-3）。その結果、ピルビン酸の添加により、細

胞内の NADH レベルの著しい低下が認められた。データは省略するが、ピルビン酸の添

加による NADH/NAD+ 比の低下は、ピルビン酸の添加直後から認められ、反応開始から

終了までこの傾向は持続した。以上の結果は、ピルビン酸の添加によって NADH の再酸

化が促進し、NADH/NAD+ 比を持続的に低下させた可能性を示唆している。そこで次に、

ピルビン酸の添加による NADH レベルの低下が、本当に LDH を介した再酸化により行わ

れているのかを検証するため、LDH の破壊株を用いて反応を行った。 

 

表 3.2.5-3  Pyruvate の添加が細胞内 NADH/NAD+ 比に与える影響 

Addition of none 10 mM pyruvate a 

NADH/NAD+ ratio 0.37 0.14  
a Pyruvate を反応開始時に添加し、3 時間後の細胞を回収し測定 
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③ Lactate dehydrogenase (LDH) 破壊株を利用した促進効果の解析 

 LDH の破壊株を用いて野生株（WT）と同様の反応を行った結果、乳酸の生成が認めら

れなくなると同時に、グルコースの消費速度は著しく低下した（表 3.2.5-4）。LDH 破壊に

よるグルコースの消費速度の低下は、NADH の再酸化系を失ったことによる糖代謝阻害が

生じた可能性を示唆している。そこで次に、LDH 破壊株におけるピルビン酸の添加効果

を検証した。 

 

表 3.2.5-4 LDH 破壊株におけるピルビン酸添加による発酵促進効果 

Relative consumption or production rate (%) 

Strain  Glucose LA b SA c  

Wild type a, d 100 100 100 

⊿LDH d 50 0 146 
a 表 3.2.5-2 より値を抜粋 
b Lactate; c Succinate 
d 反応開始前にピルビン酸を添加し、3 時間後の細胞を回収し測定 

 

 先の野生株を用いた実験では、ピルビン酸の添加によって NADH/ NAD+ 比の低下が認

められたが、LDH 破壊株では野生株と比較して高い値を示した（表 3.2.5-5）。この結果は、

LDH 破壊株では NADH の再酸化が、効率良く行われていない可能性を示唆している。ま

た、データは示していないが、LDH 破壊株では野生株と比較してグルコースの消費速度

も低下していた。以上の結果より、LDH 破壊株ではピルビン酸の添加による反応促進効

果は認められず、これは LDH を介した NADH の再酸化系を失ったためであることが明ら

かとなった。 

 

表 3.2.5-5  ピルビン酸添加時における⊿LDH 株の NADH/NAD+ 比 

strain WT ⊿LDH 

NADH/NAD+ ratio 0.12 0.22  

Pyruvate (10 mM)を反応開始時に添加し、3 時間後の細胞を測定 

 

細胞内の補酵素 NADH 及び NAD+ の総量は非常にわずかであるため、糖代謝速度の向

上には、両化合物を効率良く再利用することが重要である。今回の研究では、糖代謝速度

の向上を目的に、細胞内の NADH レベルを低下させることを検討した。その結果、ピル

ビン酸の添加がグルコースからの有機酸生成に対して促進的な作用を示すと共に、本効果

が LDH を介した NADH 再酸化の促進によることを明らかにした。また、この NADH レ

ベルの低下が反応終了まで維持されたことは、反応開始時の NADH/NAD+ 比がその後の
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糖代謝速度を決定する上で、非常に重要な要因であることを示唆している。 

これまでにも、細胞内の NADH/NAD+ 比による糖代謝系の制御に関しては、様々な微

生物種による報告があり、微生物の嫌気代謝系に共通する代謝制御機構であると考えられ

ている。乳酸菌 Lactobacillus lactis では GAPDH 活性が糖代謝速度全体に強い影響力を持

つことが知られており 10)、また本菌の GAPDH 活性は NADH/NAD+ 比の増加に伴い顕著

に低下することが報告されている 11,12）。乳酸菌以外にも、NADH/NAD+ 比の増加による

GAPDH活性の低下に関する研究例は多数存在し、大腸菌 13) や Clostidium acetobutyricum5)、

Corynebacterium glutamicum14) などグラム陰性、陽性を問わずさまざまな報告がある。こ

のような背景からも、細胞内の NADH/NAD+ 比は糖代謝の制御を考える上で非常に重要

なパラメーターであることは明らかである。 

糖代謝の制御に関しては NADH/NAD+ 比以外にも、細胞内の ATP レベルや代謝中間体

濃度の関与が知られている 15~17)。 例えば、解糖系の最終反応を触媒する pyruvate kinase

は 、 細 胞 内 の ATP レ ベ ル 増 加 に よ る 抑 制 の 他 に も 、 代 謝 中 間 体 で あ る

fructose-1,6-bisphosphate によって活性化されることが報告されている 18)。また、

fructose-1,6-bisphosphate は pyruvate kinase 活性を増大すると共に、lactate dehydrogenase 活

性を低下させることも報告されている 19)。このような従来の研究方針とは別に、近年では

遺伝子組み換えにより細胞内の ATP レベルや glycelaldehyde-3-phosphate dehydrogenase 活

性を任意に制御した株を作成し、これらを用いた研究も盛んになっている 20~22)。このよ

うな新たな試みによって、細胞内の NADH/NAD+ バランスや ATP レベルを任意に制御す

ることが可能となったため、本来の糖代謝における制御機構の解明に向けたより詳細な情

報が明らかになってきている。 

しかし、先の解析の結果を実際の生産性向上の観点から応用した報告はまだ少ない。

Sekine ら 20) や Koebmann ら 21) の報告では、確かに細胞内の ATP レベルを低下させるこ

とで単位菌体当たりの糖の取り込み速度は大幅に向上しているが、これに伴い細胞の増殖

速度は低下している。このように、これまでの研究例は詳細な生命現象の解明に寄与しな

がら、一方で細胞の活性を妨げることを余儀なくされている。これに対し本研究では、増

殖抑制条件下の細胞における糖代謝速度の向上を目的とし、細胞内の NAD+ 及び NADH

を効率良く利用するために何が必要であるかに焦点を当てた。そして、ごく微量のピルビ

ン酸の添加により、細胞内の NADH レベルを低下させることで、糖代謝阻害の軽減に成

功した。特定の物質の添加によって細胞内の NADH レベルを低下させ、基質代謝を促進

させた例はこれまでにも報告がある。Takahashi らは Actinomyces viscosus の培地に NaHCO3

を添加することで、糖代謝が促進したことを報告している 23)。これは、malate dehydrogenase

または fumarate reductase を介した代謝速度の増大により、NAD+ の再酸化が促進されたた

めであると考察しているが、明確な根拠は示されていない。また、Ingram らは、エタノー

ル生産性大腸菌における、酢酸、ピルビン酸、アセトアルデヒド等の添加による反応促進

効果について報告している 24, 25)。この研究では、NADH レベルの低下を介して Acetyl-CoA
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の生合成が促進され、これにより異化代謝が促進した可能性を示唆している。これらの研

究例は、代謝速度の向上により細胞の増殖が活発化した結果、物質生産の速度が向上して

いる点で一致している。これに対し本研究は、先に述べたように細胞は増殖抑制条件下で

ありながら、菌体当たりの代謝速度の向上が可能であることを証明した。菌体の増殖を伴

わない物質生産は、原料が菌体の増殖によって消費されないため、高い変換率を得ること

が可能である。さらに今回、本系に微量のピルビン酸を添加することで有機酸生産に対す

る促進効果があること、そしてその作用機構を明らかにした。細胞の増殖と連動しない代

謝活性の増加を明らかにしたことで、今後の本プロセスを利用した生産速度のさらなる向

上が期待できる。 
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Ingram. Genetic changes to optimize carbon partitioning between ethanol and biosynthesis in 

ethanologenic Escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol. 68: 6263-6272. 
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3.2.6 C. glutamicum R による連続的有機酸生成反応の検討 

 

(1) 要約 

古紙由来の糖類からの有用物質生産を目的とした、C. glutamicum R による連続的有機酸

生成反応に関する検討を行った。連続的有機酸生成反応の実用化には、使用する菌体を短

時間に高密度に培養する技術が必要である。そこで、C. glutamicum R の高密度培養方法の

確立を目的として、溶存酸素濃度を維持した培養、および高密度培養に適した培地の検討

を行った。窒素源、ビタミン類および無機塩類を増量した培地を用い、純酸素を通気する

ことによって、最終菌体濃度が 240 g-wet cell/l に達した。C. glutamicum R による連続的有

機酸生成反応には、菌体反応液を濾過膜等に循環し、菌体はリアクター内に戻して生成物

のみを取り出すための菌体-生成物分離システムが必要である。そこで、精密濾過膜(MF)

の中空糸モジュールを用いて、C. glutamicum R を懸濁したモデル反応液の濾過テストを行

った。本モデル反応液には 0.1 µm の精密濾過膜が適していること、及び線速に対して依存

性を示し濾過の際は低圧での運転が可能であることが認められた。また、薬液洗浄によっ

て使用後の膜の濾過能力は回復し、繰り返し利用が可能であることが示された。菌体の反

応活性の持続期間（菌体の反応ライフ）を確認するために、C .glutamicum R を用いた連続

的有機酸生成反応を試みた。溶液中の嫌気度を示す酸化還元電位は反応中常時-400~-350 

mV を示し、菌体の増殖は認められなかった。有機酸生成反応は 1 ヶ月以上維持され、そ

の間のグルコースからの有機酸転換率は 140~160％であった。C .glutamicum R を用いた糖

類からの有用物質生産への実用性が示された。 

 

(2) 緒言 

本プロジェクトでは、古紙由来の糖類からの有用物質の生産を目的としている。当研究

室では、C .glutamicum R が嫌気条件下において増殖を停止する一方で、糖類を代謝して有

機酸などの有用物質を生産する特性を利用した、新規バイオコンバージョンプロセスを考

案した（図 3.2.6-1）。本プロセスは、好気条件下で培養した C .glutamicum R を嫌気条件下

のリアクターに充填して有用物質生産を行うものである。菌体増殖を伴わない生産である

本プロセスでは、化学触媒のように菌体を高密度に充填して反応を行うことが可能であり、

小規模で高い生産性を得られる。さらに、菌体をリアクターに戻して生成物のみを取り出

す膜フィルター等の分離システムを用いることで連続的な有用物質の生産が可能となる。 

そこで当研究では、本プロセスの実用化を視野に入れた C. glutamicum R による連続的な

有機酸生成反応に関する検討を行った。まず、連続的な有機酸生成反応に必要な大量の菌

体を得るために、C. glutamicum R の高密度培養方法の検討を行った。続いて、連続反応に

おける、菌体と生産物質の分離システムについての検討を行った。さらに、連続的な有用

物質生産における、C. glutamicum R の反応活性の持続期間（菌体の反応ライフ）の確認を

目的として、連続的な有機酸生成反応を試みた。 
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(3) C. glutamicum R の高密度培養の検討 

① 目的 

 C. glutamicum R による連続的有機酸生成反応の実用化には、大量の菌体を得るための高

密度培養技術の確立が必要である。これまでに、C. glutamicum R の至適培養条件（温度、

攪拌速度、pH、通気量等）は確立されているが、実用化を目的とした場合には、さらに短

時間で高密度の菌体量が得るための条件を検討しなければならない。 

培養槽内における微生物の最大密度は、一定の形状の物体をある容積の空間にどれだけ

詰めることができるかによって決まる。これは最密充填率によって求まるが、球菌の場合

には 740 g-wet cell /l ということになる。菌体の水分を 75～80％として、常法どおり乾燥菌

体量で表せば約 150～180 g-dry cell /l となる。同様にして、桿菌の場合には完全に柱状を仮

定して最密充填率は 0.9 であり、高密度培養の上限は、180~230 g-dry cell /l と計算される。

実際にこの様な高密度培養を達成するためには、炭素源 300~500 g/l（菌体収率 30~50%と

して）と、それに見合う量の窒素源と無機栄養源を供給する必要がある。また一方で、通

常の通気攪拌培養では、培養後期において酸素供給量が不足し、溶存酸素（D.O.）濃度が

低下する。従って、純酸素などを用いることによって培養液中の溶存酸素濃度を高める必

要がある。 

そこで、菌体を短時間で大量に得るための好気高密度培養法の確立を目的として、純酸

素ガスを用いて培養液中の溶存酸素濃度を維持した培養を行うとともに、高密度培養に適 
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 A plate A A-U J１ J2 

(NH2)2CO 2.0 2.0 ‐ ‐ ‐ 

(NH4)2SO4 7.0 7.0 7.0 3.0 5.0 

KH2PO4 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 

K2HPO4 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 
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Yeast 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 

CASAMINO ACID 7.0 7.0 7.0 ‐ ‐ 

Agar 3.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Anti form ‐ ‐ 600 ul 600 ul 600 ul 
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した培地の検討を行った。 

 

② 材料および方法 

a. 供試菌株と前培養操作 

 C. glutamicum R を供試菌株として用いた。 

-80℃の保存菌体をＡプレート（表 3.2.6-1）に白金耳で塗沫し、33℃、暗所に 12 時間静

置した。生育したコロニーを、グルコースが終濃度で 4％となるように添加した A 液体培

地（表 3.2.6-1）に植菌し、33 ℃、200 rpm、12 時間振とう培養した。 

 

b. 本培養 

A-U 培地（表 3.2.6-1）、Ｊ１培地（表 3.2.6-1）、またはＪ２培地 500 ml（表 3.2.6-1）を 1

Ｌジャーファーメンター（バイオット、 BMJ-01）に入れ、121℃、20 分オートクレーブ

した。Ｊ２培地は、フィルター滅菌、および 65℃、30 分で滅菌した系を用意した。グルコ

ースを終濃度が 4%となるように、また、初期菌体濃度が OD610nm = 0.05 になるように前

培養液を接種し、33 ℃、1000 rpm、1 vvm で滅菌空気を通気して培養試験を行った。また、

溶存酸素濃度を 1.0 ppm 以上を保つために、適宜純酸素を空気に混合して通気した。また、

グルコース濃度が 10 mM 以下になる毎に、終濃度が 4％となるようにグルコースを逐次添
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加した。培養中の pH は、5 M-アンモニア溶液を用いて pH 7.6 に制御した。 

 

c. 分析方法 

 培養中のグルコース濃度、および菌体濃度は経時的に測定した。 

 グルコースの測定は、グルコースアナライザー(王子計測：BF-4)を用いた。送液として

リン酸バッファー (pH 7.0)を用い、流速は 1 ml / min、グルコース電極の温度は 35 ℃に設

定した。 

 菌体濃度は O.D.610nm における吸光度によって測定した。O.D.の測定には、分光光度計

（Amersham biothech：Novaspec2）を用いた。 

 

③ 結果と考察 

 Ａ-U 培地、J1 培地、及び J2 培地を用いて、好気培養を行った（図 3.2.6-2）。Ａ-U 培地

を用いた培養では、添加した 200 mM のグルコースは枯渇したために計 3 回の逐次添加を

行った。 

また、対数増殖期中期において溶存酸素濃度が 1 ppmを下回ったため、滅菌空気中の 20％

(v/v)となるように純酸素を混合して通気を行ったところ、溶存酸素は 1 ppm 以上で培養終

了時まで保たれた。その結果、A-U培地を用いた場合は、20時間で菌体濃度が 150 g-wet cell/l

に達することが示された。窒素源、ビタミン、および無機塩類を増量した J1 培地を用いた

培養では、培養終了時の菌体濃度が 220 g-wet cell/l に達した。また、培養後期においては

グルコースの消費速度が高く、計 7 回のグルコースの逐次添加が必要であった。また、酸

素消費量が増加したために溶存酸素を 1 ppm 以上に保つため、純酸素の通気が必要となっ

た。一方で、J1 培地にさらに窒素源、無機塩類を増量した J2 培地においては、20 時間に

おいても 140 g-wet cell/l であり、A-U 培地よりも増殖速度、および最終の菌体濃度が低い

ことが認められた。 

J2 培地のような成分濃度の高い培地を、通常の蒸気圧滅菌法（121℃、10~30 分）によっ

て滅菌すると、培地成分の変性によって菌体の生育阻害を引き起こすことが報告されてい 

る(37)。そこで、蒸気圧滅菌法に加えて、フィルター滅菌法および低温滅菌法（60~65℃、 

30 分）によって滅菌した J2 培地を用いて、培養を行った（図 3.2.6-3）。フィルターによっ

て滅菌した J2 培地を用いた培養では、蒸気圧滅菌培地と比較して増殖速度が増加した。最

終の菌体濃度もわずかに増加したが、160 g-wet cell/l で定常期となった。一方で、低温滅

菌培地（60~65℃,30 min）を用いた培養では、約 20 時間で菌体濃度が 240 g-wet cell/l に達

した。低温滅菌によって培地成分を変質させることなく、J2 培地のような高濃度組成培地

を利用することで本菌株では最大の菌体濃度を得ることができた。 
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高密度培養に関しては、種々の有用な微生物での報告がある。E. coli では、増殖にとも

なう副産物による増殖阻害を避けるための透析膜を用いた流加培養によって、30 時間で

190 g-dry-cell/l の菌体濃度が達成された 18)。また、炭素源としてグリセロールを用い、基

質の制限培養によって、44時間で菌体濃度 148 g-dry-cell/lの結果が得られた報告がある 9)。 

一方で、工業的に広く利用されている Lactococcus lactis に関してはセラミック膜による培

地交換が可能なリアクターを用いた研究で、141 g-dry-cell/l の菌体濃度が達成されたと報

告されている 28)。さらに、Bacillus subtilis では、184 g-dry-cell/l 20), Pseudomonas putida で

は、100 g-dry-cell/l 7)の高密度培養が可能であったことが報告されている 7)。本研究におけ

る、C. glutamicum R の J2 培地を用いた際の菌体濃度は、54 g-dry-cell/l (240 g-wet cell/l)であ

った。上述の報告で示されている 100 g-dry-cell/l 以上の菌体濃度は可能であると考えられ

るため、今後さらに培養条件、培養システムの検討や増殖の阻害要因の解明などを行う必

要があるといえる。 
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好気培養条件下における E. coli などの通性嫌気性細菌は、酢酸などの有機酸を生成し、

培地中に蓄積した酢酸が増殖阻害を引き起こすことが報告されている 8,11,15,23,26,29,34)。C. 

glutamicum R は、培養後期の溶存酸素低下時において、乳酸、コハク酸、および酢酸など

の有機酸を生成する（データには示さず）。従って C. glutamicum R の高密度培養において

も、生成した有機酸によって増殖が阻害される可能性がある。E. coli の高密度培養を目的

とした研究では、酢酸による増殖阻害の軽減のために、培養液中の炭素源濃度の制御 34)、

溶存酸素の制御 8)や透析培養 18)などの検討が行われている。C. glutamicum R のさらなる高

密度培養の達成には、有機酸阻害の影響についても検討が必要であると考えられる。 

 

④まとめ 

 コリネ型細菌 C. glutamicum R の高密度培養について検討を行った。窒素源、ビタミン

類および無機塩類を増量した培地を用い、純酸素を通気することによって、最終菌体濃度

240 g-wet cell/l が得られた。さらに効率的に高濃度の菌体液を得るために、培養条件、培

養システムの検討や増殖の阻害要因の解明等が必要である。 
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(4) 連続的な有機酸生産における菌体-生成物分離システムの検討 

① 目的 

 C. glutamicum R を用いた新規バイオコンバージョンによる有用物質生産(図 3.2.6-1)には、

菌体を繰り返し利用し、連続的な反応を行うプロセスである。従って、菌体と生成物を含

む反応液を分離するための連続的な濾過分離システムが必要である。濾過方式には、デッ

ドエンド濾過方式とクロスフロー濾過方式がある（図 3.2.6-4）。デッドエンド濾過方式は、

原液を膜に垂直に通じて濾液側に押し出す方式であるため、時間経過につれて膜に濾過物

質が蓄積する。これに対しクロスフロー濾過方式は、原液の流れ方向と濾過液の流れ方向

が垂直になっているため、蓄積物を原液の流れによってある一定の厚みにコントロールで

き、濾過抵抗の増加を軽減することが出来る。従って、菌体-生成物分離を連続的に行う必

要のある本プロセスにおいてはクロスフロー濾過方式が適している。 

クロスフロー濾過方式による生成物分離過程において、濾過膜は種々の形態のモジュー

ルに組み込まれて使用される。平膜カセットは濃縮液の回収に優れ、機械的強度が強く、

消費動力が低いなどの利点があるが、膜面積が小さい欠点がある。管状膜は機械的強度に 

 

強いが膜面積が小さいデメリットがある。中空糸モジュールは膜面積が大きく消費動力が

低いなどの利点がある。それぞれの利点、欠点を考慮に入れた選択が必要となる。 
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一方で、分離対象と分離範囲によって、各々に適切な孔径の膜の選択が必要である。精密

、本プロジェクトにおけるバイオコンバ

択し、C .glutamicum R の

 材料および方法 

 

培地である BT-U 培地 (7 g/l of (NH4)2SO4, 0.5 g/l of 

. 濾過テスト用膜モジュール 

として、中空糸膜モジュール USP-143(旭化成)、および

濾過膜 (Microfiltration membrane, MF)は、0.1 µm～1µm の範囲の微生物や粒子を分離する

膜であり、気体等の分離にも用いられる。限外濾過膜 (Ultrafiltration membrane, UF)は、2 nm

～0.1µm の範囲の粒子や高分子を、液体から分離する際に用いる分離膜である。タンパク

質の分離に良く用いられる。ナノ濾過膜 (Nanofiltration membrane)は、2 nm 程度より小さ

い粒子や高分子を阻止する液体分離膜である。 

 上述の様な多種多様な膜濾過方式が存在するが

ージョンプロセスにおいては、膜面積が大きく省電力での運転が可能であることが望まし

い。また、微生物のサイズを考慮に入れた選択も必要である。 

 そこで膜モジュールとして、中空糸精密濾過膜モジュールを選

BT-U 培地懸濁液をモデル反応液として用い、濾過テストを行った。まず、濾過速度の経時

変化を調べるための初期ランニングテストを行った。続いてモデル反応液が、線速（循環

差圧）と平均圧のどちらに影響を受けるかを明らかにするために、TMP-⊿P 依存性テスト

を行った。最後に、膜モジュールの繰り返し利用安定性を調べるためのモジュール洗浄テ

ストを行った。 

 

②

a. 濾過テスト用モデル反応液の調整

 C. glutamicum R を有機酸生成反応用

KH2PO4, 0.5 g/l of K2HPO4, 0.5 g/l of MgSO4-7H2O, 200 µg/l of biotin, 200 µg/l of thiamine, 0.02 

g/l of  FeSO4·7H2O, 0.02 g/l of MnSO4·H2O) に懸濁してモデル反応液とした。C. 

glutamicum R を(3),②,a.に従って前培養した。本培養は、低温滅菌（60~65℃、30 min）し

たＪ2 培地を用いて、33℃、1000 rpm、滅菌空気を 1 vvm で通気し、グルコースを逐次添

加、および純酸素を適宜空気に混合して行った。培養後、菌体液を遠心（5000×g, 4℃, 10 

min）し、上清を除き、ペレットを BT-U 培地に懸濁して、遠心（5000×g, 4℃, 10 min）し

た。上清を除いたペレットを終濃度が 50%-wet/l となるように BT-U 培地に再懸濁してモデ

ル反応液とした。遠心分離には、BECKMAN 社 Abanti HP-20xp を用いた。 

 

b

 濾過テスト用の膜モジュール

UMP-153(旭化成)を用いた。それぞれの仕様は表 3.2.6-2 に示す。主な違いは孔径であり、

USP-143 は 0.1 µm であるのに対して、UMP-153 は 0.2 µm である。 
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表 3.2.6-2 中空糸膜モジュールの仕様 

 

 

      

. 濾過テスト 

はラボテスト機（図 3.2.6-5）を用いた。反応液タンクからロータリーポン

プ

 



孔径(µm) 材質 内径(mm) 中空糸(本) 膜面積(m2) 

 USP-143 0.1 PVDF 1.4 100 0.09 

 UMP153 0.2 PVDF 2.6  50 0.08 

     

 

c

濾過テストに

によって膜へ反応液を循環させ濾過を行う。また、濾液の一部はは逆洗タンクに保持さ

れ、膜の外側から内側へ濾液を送ることによって、膜の表面を洗浄する逆洗に用いられる。

5Ｌのモデル反応液を反応液タンクに入れ、濾過速度の経時変化を調べるための初期ランニ

ングテストを行った。続いて、モデル反応液が、線速（循環差圧）と平均圧のどちらに影

響を受けるかを明らかにする、TMP-⊿P 依存性テストを行った。最後に、膜モジュールの

繰り返し利用安定性を調べるためのモジュール洗浄テストを行った。 

 

 

 

濾過テスト機の概要

入口圧力 (Pi)計

濾過液

逆洗タンク
反応液タンク 膜

ロータリーポンプ

濾過テスト機の概要

入口圧力 (Pi)計

濾過液

逆洗タンク
反応液タンク 膜

ロータリーポンプ

膜

ロータリーポンプ

図3.2.6-5

出口圧力 (Po) 計出口圧力 (Po) 計
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③ 結果と考察 

. 初期ランニングテスト 

時変化を確認するために、初期ランニングテストを行った。モジュール入

43 は 0.05 MPa (Pi=0.07, Po=0.03 MPa)、UMP153 は 0.0575MPa 

 

 

a

 濾過速度の経

口圧と出口圧の差を USP-1

(Pi=0.095, Po=0.02 MPa)に設定し、循環速度（線速）は、USP-143 は 24.7 l/min (2.7 m/sec)、

UMP153 は 33.5 l/min (2.1 m/sec)とした。膜の外側から内側へ濾液を戻し、膜表面の汚染を

除く逆洗は、5 分に一度 5 秒間ずつ行った。結果を図 3.2.6-6 に示す。USP-143 および UMP153

ともに、濾過速度はすばやく安定傾向を示した。USP-143は初期フラックスが 107 LMH (153 

ml/min)であったが、安定時のフラックスは 98 LMH (140 ml/min)であった。一方で、USP-153

は初期フラックスが 62 LMH (82 ml/min)であり、安定時のフラックスは 54 LMH (72 ml/min)

であった。USP-143 によって 98LMH と実用的な値が得られた。また、USP-153 は USP-143

よりも孔径が大きいにも関わらず目詰まりしやすい傾向が見られ、安定化時の濾過フラッ

クス量は低下することが認められた。 
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b. 反応液の線速依存性及び圧力依存性 

モデル反応液が線速（循環差圧）と平均圧のどちらに影響を受けるかを明らかにするた

めの依存性テストを行った（図 3.2.6-7）。 

USP-143 および UMP153 ともに、⊿Ｐ（差圧、線速に依存）に対して顕著に依存性を示

した。一方で、TMP（平均圧）依存性は UMP153 では 0.1 MPa まで見られたが、USP-143

ではほとんど認められなかった。 

以上の結果より、このモデル反応液の濾過には低圧力、高線速での濾過が効果的である

ことが認められた。 

 

c. 膜モジュールの洗浄テスト 

 膜モジュールをバッチ毎に繰り返し利用するためには薬液による洗浄が必要となる。洗

浄によって回復した濾過能力が初期の濾過能力と比較して顕著に低くなる場合は、繰り返

し利用が困難であり対象の反応液の濾過にコスト的に適さないといえる。そこで、濾過テ

スト使用後の膜モジュールを薬液洗浄し、濾過能力の回復性を調べた。 

 その結果、USP-143 および UMP153 ともに回復性は良好で、ほぼ初期の値と同様な値を

示した。本モデル反応液に USP-143 および UMP153 膜モジュールを用いる際の繰り返し利

用性に関しては問題が無いことが示された。 
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④ まとめ 

 C. glutamicum による連続的な有用物質生産プロセスには、菌体と生成物を分離するシス

テムが必要となる。そこで、2 種の中空糸膜モジュールを用いた濾過テスト行った。その

結果、孔径が 0.1 µm の中空糸膜を用いた際 98LMH と極めて実用的な値が得られた。また、

モデル反応液は線速に対して依存性がみられ、濾過の際は低圧での運転が可能であること

が認められた。さらに、薬液洗浄によって使用後の膜の濾過能力は回復し、繰り返し利用

が可能であることが示された。 

 

(5) C. glutamicum R を用いた連続的有機酸生成反応（菌体の反応ライフの確認） 

① 目的 

 C. glutamicum R は嫌気条件下において増殖を停止する一方で、代謝機能を維持し有機酸

を生成する。従って、通常細胞が増殖に利用するエネルギーを目的物質の生産に利用する

ことができる。さらに、この特性を活かしたバイオコンバージョンプロセスは、従来の発

酵法による生産技術よりも単位体積当たりで高い生産性を有しており、培養槽等の設備の

縮小化を可能とする実用性の高いものである。しかし一方で、増殖をともなわない生産で

あるため、菌体当たりの反応活性の高い持続性が必要となる。そこで菌体の反応活性の持

続性（菌体の反応ライフ）を確認することを目的として、C. glutamicum R を用いた連続的

な有機酸生成反応試験を試みた。 

 

② 材料および方法 

a. 供試菌株、培養と連続反応用菌体液の調整 

供試菌株として C. glutamicum R を用いた。 

A-U 培地 500 ml を 1Ｌジャーファーメンターに入れ、121℃、20 分オートクレーブした。

グルコースを終濃度が 4%となるように、また、初期菌体濃度が OD610nm = 0.05 になるよ

うに前培養液を接種し、33℃、1000 rpm、1 vvm で滅菌空気を通気して培養を行った。ま

た、グルコース濃度が 10 mM 以下になる毎に、終濃度が 4％となるようにグルコースを逐

次添加した。培養中の pH は、5 M-アンモニア溶液を用いて pH 7.6 に制御した。 

 培養後、培養液は遠心（5000×g, 4℃, 10 min）し、ペレットを BT-U 培地に懸濁して、

遠心（5000×g, 4℃, 10 min）した。上清を除いたペレットを終濃度が 5%-wet/l となるよう

に BT-U 培地に再懸濁して反応液とした。 

 

b. 連続反応装置 

連続反応装置を図 3.2.6-8 に示した。反応基として 1L ジャーファーメンターを用いた。

ペリシタポンプを用いて、グルコースを炭素源として含んだ BT-U 培地を連続的に供給し

た。菌体と生成物の分離は、ペリシタポンプによってセラミックフィルターに反応液を循

環させることで行った。生成物を含む流出濾液はペリシタポンプによって、培地と pH 調 
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整用のアンモニア水の供給と同じ速度になるように設定した。 

 

c. 連続反応 

反応液を入れた 1L ジャーファーメンターにグルコースを添加して反応を開始し、有機

酸濃度が増加した後に、連続的なグルコースの供給と反応液の濾過を開始した。pH の調整

は 5 M のアンモニア水を用いた。また、反応中は ORP（酸化還元電位）をモニタリングし

た。 

 

d. 分析方法 

 培養中のグルコース濃度、および菌体濃度は経時的に測定した。 

 流出グルコース濃度の測定は、グルコースアナライザー(王子計測：BF-4)を用いた。菌

体濃度は、O.D.610nm における吸光度によって測定した。生産物の分析には、高速液体クロ

マトグラフィー (東ソー：LC8020)を用いた。検出器には紫外分光光度計検出器、および電

気伝導度検出器を用いた。カラムは有機酸分析用カラム（東ソー、TSK-GEL: Oapak-A）を

用いた。溶離液は、0.75 mM 硫酸バッファーを用い、流速は 1 ml/min とした。カラム温度

は 40 ℃に設定した。 
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連続有機酸生産試験図3.2.6-9 連続有機酸生産試験図3.2.6-9

 

 

③ 結果と考察 

 連続的にグルコースをフィードし、生成物を濾過する、C .glutamicum R による連続的有

機酸生成反応を行った。C .glutamicum R の有機酸の生成反応（菌体の反応ライフ）は 1 ヶ

月以上持続し、その間のグルコースからの有機酸転換率は約 140～160％ (グルコース 1 mol

に対し有機酸は 2 mol 生成)であった。溶液中の嫌気度を示す ORP（酸化還元電位）は、常

時-400~-350 mV を示し、嫌気性条件が保たれていることが示された。また、菌体の増殖は

認められなかった。C .glutamicum R が増殖をともなわず物質を生産する特性を利用したバ

イオコンバージョンプロセスが、高い実用性を有していることが示された。 

本試験における有機酸転換率は約 140～160％であった。C .glutamicum R 株は全ゲノム配

列が決定され、さらに約 3000 の遺伝子も同定されていることから、副産物生成に関わる酵

素遺伝子の破壊や目的物質生産に関与する有用酵素の高発現が容易に行うことができる。

これら分子生物学的な手法によって、有機酸等の目的生産物質以外の副産物生成系を削除

し、有機酸転換率を向上することが可能であり、連続的な反応において、単一の目的物質

を転換率 180％以上で生産することができると考えられる。 

有機酸は様々な用途で用いられているが、近年、コハク酸は生分解性プラスチックの原

料として高い注目を集めており、本研究と同様に微生物を用いた生産に関する研究が多く

報告されている。コハク酸を生成する微生物は、主に通性嫌気性微生物および嫌気性微生
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物 で あ り 、 Escherichia coli 1), Actinobacillus succinogenes 6), Anaerobiospirillum 

succiniciproducens 2), Ruminococcus flavefaciens 33), Succinivibrio dextrinisolvens 19), Fibrobacter 

succinogenes 33), Enterococcus faecalis22), Bacteroides amylophilus, Prevotella ruminicola, 

Succinimonas amylytica, Wolinella succinogenes, Cytophaga succinicans 36)および、酵母 16)など

の多くの種が報告されている。これらのコハク酸生成微生物の中でも、特に E. coli と A. 

succiniciproducensおよびEnterococcus faecalisについてはコハク酸生産への応用を目的とし

て精力的に研究が行われている。 

 E. coli は通性嫌気性微生物であり、嫌気条件下におくことによって、エタノールや、酢

酸、乳酸、蟻酸およびコハク酸などの有機酸を生成するが、全生成物質に対するコハク酸

の生成割合は約 10％であり 1)、生産への応用は難しいと考えられていた。しかしながら、

南イリノイ大学の Donnelly らのグループやジョージア大学の Altman らのグループを中心

として、遺伝子組み換え技術による E. coli のコハク酸生産への応用を目的とした研究が行

われてきた。Millard ら 17)は、炭酸固定酵素であるホスホエノールピルベートカルボキシラ

ーゼを E. coli JCL1208 株において発現した結果、コハク酸生成濃度が 3.5 倍となり、重量

割合ではコハク酸が主生成物となることを報告した。また Gokarn ら 4,5) は、Rhizobium の

ピルベートカルボキシラーゼを E. coli に発現させて、コハク酸生成速度が増加したことを

報告している。Stols らは 27)、E. coli において解糖系産物であるピルビン酸の主な代謝経路

である、乳酸デヒドロゲナーゼとピルビン酸-ギ酸リアーゼ遺伝子を破壊し、グルコースを

炭素源として生育できない、E. coli NZN111 株を取得した。そして同株において、炭酸固

定酵素であるリンゴ酸酵素を高発現することでピルビン酸代謝系を補い、コハク酸の生成

速度が増加したことを報告した。また、変異処理によって E. coli NZN111 株のグルコース

生育復帰株であり、コハク酸を主要産物として生産する AFP111 株が分離された 3)。そし

て、この AFP111 株に E. coli が有していない炭酸固定酵素であるピルベートカルボキシラ

ーゼを発現させることによってコハク酸生成速度が増加し 30)、さらに流加培養を行い、最

終コハク酸濃度が 99.2 g/l、コハク酸のモル収率が 110% (グルコース 1 mol に対しコハク酸

は 2 mol 生成)、生産性が 1.3 g/l/h であったと報告している 31)。 

 一方で、嫌気性細菌である A .succiniciproducens を用いたコハク酸の生産に関する研究

は、ミシガン大学の Zeikus らのグループと韓国科学技術院の Chang らのグループを中心に

行われてきた。嫌気性細菌は、グルコースを代謝して乳酸、酢酸、コハク酸やギ酸などの

多種類の有機酸を生成する 35)。A .succiniciproducens は、CO2 非存在下では乳酸とエタノ

ールを主に生成するが、CO2 存在下では乳酸とエタノールを全く生成せず、コハク酸をモ

ル収率で 120% (グルコース 1 mol に対しコハク酸が 2 mol 生成)と高い割合で生成する 24)。

また、嫌気条件下におけるグルコースからのコハク酸生成は、C3 化合物から炭酸固定酵素

によって TCA 経路に C4 化合物として補充される経路が主であるが、A .succiniciproducens 

のコハク酸生成に関与する炭酸固定酵素は、ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナー

ゼであることが認められた 25)。また、Chang らのグループは、A .succiniciproducens による
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コハク酸生成に適した培地および基質の検討や 13)、コハク酸生成に H2 および CO2 が影響

することを報告している 14)。さらに、上述の検討において乳糖からのコハク酸生産が可能

であったことから、乳製品製造過程の副産物であるホエーを基質とした連続的なコハク酸

の生産を行い、生産性が 1.35 g/l/h で 16 日間運転可能であったと報告している 12)。 

 また、韓国全南大学の Ryu らのグループは、通性嫌気性細菌である Enterococcus faecalis 

がフマル酸からコハク酸を高収率で生成することを報告した 22)。また、グリセロールを添

加することによって生成率が向上し 21)、さらに中空糸膜リアクターを用いてフマル酸から

コハク酸を 17.1 g/l/h の高い生成速度で 15 日間の連続生産が可能であったことを報告して

いる 32)。 

本研究では、C. glutamicum R 株を用いた連続的な有機酸生成試験を行った。その結果、 

糖（グルコース）からの有機酸モル収率は 140％であり、さらに 25 日以上の連続的な反応

が可能であることが示された。また、本菌株は、古紙由来の糖類に含まれるキシロース、

およびセロビオースを資化することが可能である 10)。近年、精力的に行われている上述の

生物的コハク酸生成に関する研究と比較しても、本プロセスが実用化に対して高いポテン

シャルを有しているといえる。今後は、コハク酸などの目的物質の選択的な生産を目的と

して、各種酵素遺伝子破壊株を用いた検討を行う。 

 

④ まとめ 

 連続的な有機酸生成反応における菌体の反応活性の持続性（菌体の反応ライフ）を確認

することを目的として、C .glutamicum R を用いた連続的有機酸生成反応を試みた。溶液中

の嫌気度を示す酸化還元電位は反応中常時-400~-350 mV を示し、菌体の増殖は認められな

かった。有機酸生成反応は 1 ヶ月以上維持され、グルコースからの有機酸モル転換率は

140~160％であった。C .glutamicum R を用いた糖類からの有用物質生産の実用性が示され

た。 
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３．３ 炭酸イオン組み込み反応の高効率化 

 

3.3.1 嫌気条件下における代謝系の解析 

 

(1) 要約 

Corynebacterium glutamicum Ｒ株の嫌気条件下における代謝系の解析を行うことを目

的として、乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH）遺伝子とピルビン酸カルボキシラーゼ（PC）遺伝

子、LDH 遺伝子とホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ（PEPC）遺伝子のダブル破

壊株をそれぞれ作製し、有機酸の生成速度と CO2 固定速度をもとに嫌気条件下における代

謝系の解析を行った。 

PC,LDH 両遺伝子破壊株を用いて最少培地にグルコースと CO2を添加して有機酸生成反応

を行ったところ、乳酸は全く生成されず、コハク酸の生成速度は LDH 破壊株と比較して約

５０％減少し、CO2 固定速度も同様に減少していることが確認された。このことから LDH

が破壊された条件においては、PEPC だけでなく PC も炭酸固定に関与していることが示唆

された。 

一方、PEPC,LDH 両遺伝子破壊株を用いて同条件下で有機酸生成反応を行ったところ、乳

酸が全く生成されないのに加えて、コハク酸の生成速度と CO2 固定速度が他の株と比較し

て顕著に低下した。また、グルコースの消費もほとんど見られなかった。解糖系の律速酵

素の一つであるグリセルアルデヒド-3 リン酸 デヒドロゲナーゼ（GAPDH）の NAD+の還元反

応は LDH の NADH 酸化反応と共役している（3.2.5 参照）。また、リンゴ酸デヒドロゲナー

ゼ（MDH）による NADH の再酸化反応も GAPDH の還元反応と共役しているという報告例もあ

る 10)。従って、LDH,PEPC 両遺伝子破壊株は嫌気条件下における主な再酸化反応系を欠いて

いるため、細胞内の NADH/NAD+のバランス、すなわち細胞内の NADH 蓄積による GAPDH 阻害

を引き起こし、結果として顕著にグルコース消費量が低下し、コハク酸の生成も大幅に減

少したと考えられる。 

 

(2) 緒言 

当研究室では C. glutamicum R 株が嫌気条件下におくことによって増殖が抑制されるも

のの、代謝機能は維持されており、高効率に有機酸を生成することを確認している。この

ような C. glutamicum R 株の嫌気条件下での特性により、増殖に使われていたエネルギー

を物質生産に有効利用できること、また、菌体を高密度充填することにより目的物質の生

成効率を大幅に向上させることが期待できる。 

当研究室で用いている C. glutamicum R 株は、嫌気条件下で糖であるグルコースを代謝

して、主に C3化合物である乳酸を生成する。また、この反応系に炭酸イオンを添加するこ

とにより乳酸生成に加えて C4化合物であるコハク酸の生成が認められた。さらにこの炭酸

イオン添加によりグルコースの代謝速度も向上することが観察された。 
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そこで昨年度、C. glutamicum R 株を好気培養後、同条件下において嫌気反応を行い、

図 3.3.1-1 に示した嫌気条件下におけるコリネ型細菌の代謝経路について解析を行った。 
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図 3.3.1-1 コリネ型細菌における推定嫌気代謝経路 

 

その結果、LDH 遺伝子破壊株は乳酸を全く生成しなかったことから、LDH は乳酸生成の主

要酵素であることが示唆された。 

次に、炭酸イオン取り込み反応の解析として、炭酸固定経路の解析を行った。炭酸固定

酵素である PC 及び、PEPC は、解糖系で生じた C3化合物に炭酸イオンを固定して C4ジカル

ボン酸を合成する酵素である。PC はピルビン酸に炭酸イオンを固定してオキサロ酢酸

（OAA）を生成する反応を可逆的に触媒し、PEPC はホスホエノールピルビン酸（PEP）に炭

酸イオンを固定してオキサロ酢酸（OAA）を生成する反応を不可逆的に触媒する酵素である。 

コリネ型細菌では好気条件下において PC が主要な炭酸固定酵素であることが報告され

ている 6)。しかしながら当研究室で嫌気条件下における炭酸イオン取り込み反応の解析を

行った結果、PC 遺伝子破壊株は野生株と比較して有機酸生成量、グルコース消費量共に差

がなかったことから、PC は好気条件下で主要炭酸固定酵素であるが、嫌気条件下では機能

していない、あるいはその割合は低い事が示唆された。また、PEPC 遺伝子破壊株は野生株

と比較してコハク酸の生成量が大幅に減少していたことから嫌気条件下においては、PEPC

が主要炭酸固定酵素であることが示唆された。TCA サイクル酵素のフマラーゼ（FUM）遺伝

子破壊株は、コハク酸の生成が観察されなかったことからコハク酸生成に TCA 経路が大き
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く関与していること、またグリオキシル酸経路の酵素であるイソクエン酸リア－ゼ（ICL）

遺伝子破壊株は野生株と比較してコハク酸の生成量に差がなかったことから、嫌気条件下

においてグリオキシル酸回路は機能していない事が示唆された。 

これらの結果から、嫌気条件下における C. glutamicum R 株の代謝経路は LDH が乳酸生

成の主要酵素であり、PEPC が主要な炭酸固定酵素であることが分かった。また、PEPC によ

って生成された OAA はリンゴ酸デヒドロゲナーゼ（MDH）、フマラーゼ（FUM）、コハク酸デ

ヒドロゲナーゼ（SDH）を経由して生成されることを確認した。 

そこで、今年度はコハク酸生成において副産物である乳酸生成酵素 LDH 遺伝子破壊株に、

炭酸固定経路酵素である PC 及び、PEPC 遺伝子をそれぞれ破壊し LDH,PC 両遺伝子破壊株、

LDH,PEPC 両遺伝子破壊株を用いて有機酸生成反応を行い、コハク酸生成量とグルコース消

費量を評価することによって代謝系の解析を行った。 

 

(3) 材料と方法 

① PC,LDH 遺伝子破壊株の作製 

当研究室で用いているC.glutamicum R株からゲノムDNAを抽出し、LDH遺伝子をPrimer1 

と Primer2 を用いて PCR で増幅を行った。クローニングしやすいように Primer1 には Sal

Ⅰサイト、Primer2 には SalⅠサイトを付加した（表 3.3.1-1）。PCR は Ex Taq PCR キット

（タカラ酒造）を用いた。増幅した PC 遺伝子を、SalⅠで切断し、大腸菌ベクターの pHSG398

（タカラ酒造）の SalⅠサイトにクローニングを行った（表 3.3.1-2・A1）。その後、LDH

遺伝子のほぼ中央に位置し、ユニークサイトである EcoRⅤでカットを行い、ゲンタマイシ

ンカセットを連結した（表 3.3.1-2・A2）。ゲンタマイシンカセットは pGP704Gm を SmaⅠで

切断後、ゲルから DNA を回収した。得られた破壊用プラスミドは C.glutamicum R 株への形

質転換効率を上昇させるため、methylation マイナス株（dcm-、dam-）である JM110 に形質

転換を行い、C.glutamicum R⊿PC（PC::KmR）株への形質転換用プラスミド DNA を調整した。

C.glutamicum R⊿PC 株は昨年度に作製してあるものを用いた。形質転換は、C.glutamicum 

R⊿PC 株を高効率電気パルス法で行い 3, 9, 11)、50 µg/µl のカナマイシンと 10 µg/µl のゲン

タマイシンを含む栄養プレートにて培養した。 

カナマイシン耐性遺伝子はC.glutamicum R株内においてゲンタマイシン耐性も示すこと

から、１次破壊にはカナマイシン耐性遺伝子で目的遺伝子破壊を行い、2 次破壊にゲンタ

マイシン耐性遺伝子で目的遺伝子破壊を行った。 

PC,LDH 両遺伝子が破壊された株はカナマイシン（Km）、ゲンタマイシン（Gem）を含む栄

養培地で生育可能であり、クロラムフェニコール（Cm）を含むプレートでは生育不可能な

株の取得を行った。このように薬剤マーカーでコロニーをカウンターセレクトし、ダブル

クロスオーバー株である PC,LDH 両遺伝子破壊株を取得した（図 3.3.1-2）。 
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② PEPC,LDH 遺伝子破壊株の作製 

 PC,LDH遺伝子破壊株の調整と同様にC.glutamicum R株から抽出したゲノムDNAから、

Primer3 と Primer4 を用いて PCR で PEPC 遺伝子の増幅を行った。クローニングしやすいよ

うに Primer3 には KpnⅠサイト、Primer4 には SmaⅠサイトを付加した（表 3.3.1-1）。PCR

は Ex Taq PCR キット（タカラ酒造）を用いた。増幅した PEPC 遺伝子を KpnⅠ、SmaⅠで切

断し、pHSG398（タカラ酒造）の KpnⅠ、SmaⅠサイトにクローニングを行った（表 3.3.1-2・

B1）。その後、PEPC 遺伝子のほぼ中央にあるユニークサイト NaeI でカットを行った後、ゲ

ンタマイシンカセットを連結した（表 3.3.1-2・B2）。ゲンタマイシンカセットは pGP704Gm

を SmaⅠで切断後、ゲルから DNA を回収した。得られた破壊用プラスミドは C.glutamicum R

株への形質転換効率を上昇させるため、methylation マイナス株（dcm-、dam-）である JM110

に形質転換を行い、得られた PC 遺伝子破壊 C.glutamicum R⊿LDH 株（LDH::KmR）をホスト

として、形質転換を行った。C.glutamicum R⊿LDH 株は昨年度のに作製してあるものを用

いた。形質転換は、高効率電気パルス法で行い 3, 9, 11)、50 µg/µl のカナマイシンと 10 µg/µl

のゲンタマイシンを含む栄養プレートにて培養した。 

PEPC,LDH 両遺伝子破壊も PC,LDH 両遺伝子破壊と同様に、１次破壊にはカナマイシン耐

性遺伝子で破壊を行い、2 次破壊にゲンタマイシン耐性遺伝子で破壊を行った。 

PEPC,LDH 両遺伝子の破壊株は、PC,LDH 両遺伝子破壊株と同様に薬剤マーカーでコロニー

をカウンターセレクトし、ダブルクロスオーバー株である PEPC,LDH 両遺伝子破壊株を取得

した（図 3.3.1-2）。 
 

CmR

‘LDH LDH’GemR

LDH

Transformation

GemR

pHSG398

KmR

KmR

C.glutamicum R chromosome

C.glutamicum R chromosome
LDH , PC disruptant

LDH disruptant

PC disruptant

Double crossover

‘LDH LDH’

PC disruptant

GemR KmR

C.glutamicum R chromosome
PEPC , LDH disruptant

‘PEPC PEPC’

‘PC PC’

‘PC PC’

‘LDH LDH’

PEPC disruptant LDH disruptant

＊同様に PEPC , LDH 両遺伝子破壊株を作製した。

 
図 3.3.1-2 相同組み換えによる遺伝子破壊株の作製 
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表 3.3.1-1 使用プライマー 

Primer1; ctctgtcgacatcaggaagtgggatcgaaa

Primer2; ctctgtcgacttccatccaacagtttcatt

Primer3; ctctggtaccatgactgattttttacgcga

Primer4; ctctcccgggctagccggagttgcgcagcg

LDH破壊用プライマー PEPC破壊用プライマー

 

 
表 3.3.1-2 本研究で使用した菌株及びプラスミド 

Strain and Plasmids Relevant characteristic(s) Source or reference
E.coli

JM109 recAl supE44 endAl hsdR17 gyrA96 relAlthi TAKARA
⊿(lac-proAB) F’[traD36 proAB+lacIq lacZ ⊿M15]

JM110 dam dcm supE44 endAl hsdR17 thi leu rpsL lacY TAKARA
galK galT ara tonA thr ⊿(lac-proAB)
F’[traD36 proAB+lacIq lacZ ⊿M15]

Corynebacterium sp.

R strain Wild type, Corynebacterium glutamicum R strain 　　　　　Lab collection
⊿LDH C. glutamicum R strain ldh::KmR 　　　　　Lab collection
⊿PC ,⊿LDH C. glutamicum R strain pyc::KmR , ldh::GemR This work
⊿PEPC ,⊿LDH C. glutamicum R strain ldh::KmR , ppc::GemR This work

Plasmids

pHSG398 CmR;αlac/MCS;pBM1/M13 ori ; cloning vector TAKARA
pGP704Gm ApR,GemR; source of 1.7kb gemtamicin cassette 　　　　　

flanked with SmaⅠ
A1 pHSG398 with a 1.2kb Sal I and Sal I fragment This work

containing the C. glutamicum R ldh gene
B1 pHSG398 with a 3.4kb Sac I and Xba I fragment This work

containing the C. glutamicum R pyc gene 
A2 1.2kb fragment of GemR cartridge inserted This work

into A1 EcoR V site
B2 1.7kb fragment of GemR cartridge inserted This work

into B1 Hpa I site
 

 

 

(4) 結果と考察 

PC,LDH 両遺伝子破壊株は 55 コロニーを Km、Gem を含むプレート及び、Cm を含むプレー

トにコロニーをピックアップし、その内 2コロニーが Cm を含むプレートにて増殖できなか

ったことから、遺伝子破壊されたダブルクロスオーバー株を得た。 

PEPC,LDH 両遺伝子破壊株は 330 コロニーから Km、Gem を含むプレート及び、Cm を含むプ

レートにコロニーをピックアップし、その内 4コロニーが Cm を含むプレートにて増殖でき

なかったことから遺伝子破壊されたダブルクロスオーバー株を得た。これらの両遺伝子破

壊の確認はサザンハイブリダイゼーションと PCR で遺伝子破壊されていることを確認し、
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酵素活性測定で酵素の活性が消失していることを確認した。 

このように取得した LDH 遺伝子破壊株、LDH,PC 遺伝子破壊株及び LDH,PEPC 遺伝子破壊

株を用いて嫌気条件下にて有機酸生成反応を行った。反応は好気培養後の菌体を最少培地

中に懸濁し、グルコースと炭酸水素ナトリウムを添加することで行った。そして反応開始

から 3時間後の有機酸の生成量と CO2固定量を測定し、解析を行った。LDH 破壊株における

生成量及び CO2固定量を１００とした相対値により示した（図 3.3.1-3）。 
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図 3.3.1-3 嫌気条件下、ダブル破壊株におけるコハク酸生成速度と CO2固定速度 

 

 

この結果、PC,LDH 両遺伝子破壊株は LDH 遺伝子破壊株と比較してコハク酸生成速度及び

CO2固定速度が約５０％に減少していた。 

昨年度作製した PC 遺伝子破壊株は、グルコース消費量、乳酸生成量、コハク酸生成速度及

び CO2固定速度とも野生株と同等の値を示していたことから、PC は嫌気条件下において炭

酸固定に関与いないことが明らかとなった。しかしながら、PC,LDH 両遺伝子破壊株におい

ては、LDH 遺伝子破壊株と比較してコハク酸生成速度及び CO2固定速度が減少していた。従

って LDH 遺伝子が破壊されている条件においては PEPC だけでなく、PC も炭酸固定酵素に

関与していることが示唆された。これは LDH 活性の欠損により細胞内にピルビン酸が蓄積

され、ピルビン酸過剰条件では嫌気条件下においても PC が機能することを示唆しているが、

詳細は細胞内の各代謝中間体量を調べる等の更なる解析が必要である。 

PEPC,LDH 両遺伝子破壊株においてはコハク酸の生成と CO2固定がほとんど見られなかっ

た。また、ここには示していないが、グルコースの消費もほとんど見られなかった。昨年

度の研究結果より、PEPC が主要な炭酸固定酵素であることが確認されている。また、LDH,PC

両遺伝子破壊株を用いたLDHが破壊された状態ではPCも炭酸固定酵素として機能すること

が示唆されたが、LDH,PEPC 両遺伝子破壊株においてはグルコースが消費されず、コハク酸

の生成も見られなかった。 

コハク酸生成菌である Actinomyces viscosus において、GAPDH で生じた NADH を LDH、MDH
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及びフマル酸レダクターゼ（FR）により、NAD+ に再酸化されグルコースの消費が促進され

たと考察している 10)。すなわち C. glutamicum R 株においても LDH,PEPC 両遺伝子の破壊

により嫌気条件下における主な２つの再酸化反応系が欠失したため、解糖系自体の代謝が

強く阻害され、結果としてコハク酸の生成も大幅に減少したと考えられる（図 3.3.1-4）。 
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図 3.3.1-4 グルコースの酸化反応 

 

コリネ型細菌は、L-グルタミン酸や L-リジン等のアミノ酸などの工業生産に用いられて

いる有用な菌であることから基礎から応用まで様々な研究が行われている 1, 7, 12)。グルコ

ースを炭素源とした好気培養において PC は主要な炭酸固定酵素であり 5)、グルタミン酸生

成条件下においては PEPC ではなく PC が主要な炭酸固定酵素であると証明されている 4)。

しかしながらビオチン制限下もしくは PC 酵素活性が消失した条件下では PEPC も炭酸固定

酵素として機能することが明らかとなっている 2, 8)。本研究結果においては、乳酸生成の

主要酵素である LDH を破壊した場合、部分的に PC がコハク酸生成に関与していることが示

唆された。今後も、嫌気条件下における酵素の生理的役割や有機酸生成に及ぼす影響を解

明するため代謝経路の解析を行う。 
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3.3.2 CO2取り込み機能を有する新規微生物（酵素）の探索 

   細胞内C1化合物代謝に必須なホルムアルデヒド固定酵素の性質と遺伝子発現の調節機構 

 

(1) 要約 

 CO2の取り込み機能が増強された細胞においては、その結果新たに派生するC1化合物代謝で生じる

ホルムアルデヒドの毒性によって細胞機能に重大な影響を及ぼす可能性がある。本研究では細胞内で

ホルムアルデヒドを除去する経路としてメチロトローフ細菌のリブロースモノリン酸（RuMP）経路に

注目した。この経路は糖代謝と密接に関連しており、非メチロトローフであっても、この経路の鍵酵

素である 3-ヘキスロース-6-リン酸シンターゼ（HPS）と 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI）を

導入することによって経路が機能する。また、この経路の生成物であるフルクトース 6-リン酸は通常

の糖代謝に組み込まれるため、C1化合物の炭素は細胞成分あるいは代謝産物に有効に利用される。 

 本研究では、Bacillus brevis S1株よりHPSおよびPHIの酵素化学的性質を明らかにした。相当する

遺伝子をクローニングし、大腸菌で大量に発現することを認めた。また、hpsとphi遺伝子はオペロン

（RuMPオペロン）を形成し、両者はポリシストロニックに転写されることを見出した。しかし、RuMP

オペロン周辺にはその発現を調節する遺伝子を見出すことが出来なかった。そこで、これと同属で、

RuMP経路をもつB. subtilisのRuMPオペロンの上流に位置する遺伝子をクローニングし、その遺伝子

産物（YckH）を特定した。大腸菌で大量発現させ、精製したYckHとRuMPオペロンの上流域のDNA

と結合能を調べた。その結果、YckHはこの領域と特異的に結合し、その結合には新しい結合モチーフ

が関与することを明らかにした。異種細胞にB. brevis S1のHPSおよびPHIを組換えた場合、これらが

C1化合物に応答して発現するためにYckHの同時発現が有効であると考えられる。 

 

(2) 緒言 

 微生物による CO2取り込み経路には、独立栄養細菌による還元的ペントールリン酸サイクル、還元

的カルボン酸サイクル、3-ヒドロキシプロピオンサイクル、還元的アセチル CoA 経路がある。また、

従属栄養細菌では、TCAサイクルの補充反応に関与するピルビン酸カルボキシラーゼ反応およびホス

ホエノールピルビン酸カルボシキラーゼ反応がCO2の取り込みを触媒する。また、メタン生成菌では、

CO2は４段階の還元反応を経てメタンになる。 

 これらの中で、ホスホエノールピルビン酸カルボシキラーゼ（PEPC）は、糖代謝とCO2の取り込み

を高度にリンクさせて、TCAサイクルのメンバーであるコハク酸等を生産することを目的とする本プ

ロジェクトの課題に合致する酵素である。すなわち、本プロジェクトで取り扱われるCorynebacterium 

glutamicumでは、TCAサイクル補充反応は主にPEPC反応によることが明らかにされている。この補

充反応は、TCAサイクルが正常に回転している場合は必要がないために、PEPC活性はTCAサイクル

のメンバーの有機酸やそれから派生するアミノ酸などによって阻害を受ける。一方、メチロトローフ

細菌の資化経路のひとつであるセリン経路では、PEPC反応によるCO2取り込み反応はC1化合物資化

に必須であり、この種の細菌の PEPC は通常の従属栄養細菌の PEPC とは異なり、有機酸などによる

阻害を受けない。従って、メチロトローフのPEPCをC. glutamicumのものと遺伝子工学的に置き換え
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れば、この補充反応は代謝産物による阻害を受けることなく代謝の正方向と協調し、CO2 をグルコー

スと共に有機酸合成のための代謝の流れに積極的に導くことが可能となる。このような観点から、平

成 13 年度では、セリン経路をもつメチロトローフ細菌である Methylobacterium extorquens AM1 より

PEPC 遺伝子をクローニングして、C. glutamicum の分子育種のために供するとともに、大腸菌での発

現株を用いてこの酵素の性質を明らかにした。 

 微生物による C1化合物化合物の資化経路は図 3.3.2-１に示したように、上述のセリン経路と、リブ

ロースモノリン酸経路およびキシルロースモノリン酸経路の３タイプがある 1)。この内で、セリン経

路とリブロースモノリン酸経路はメチロトローフ細菌にあり、キシルロースモノリン酸経路は酵母に

ある。ここで共通する点は、各種のC1化合物は、ホルムアルデヒドに酸化され、生じたホルムアルデ

ヒドがこれらの資化経路によって細胞構成成分の合成に使われることである。上述のセリン経路と並

んで、細菌の主要なC1化合物資化経路であるリブロースモノリン酸（RuMP）経路は、図3.3.2-2に示

したように、ホルムアルデヒドがリブロース 5-リン酸とアルドール縮合して3-ヘキスロース 6-リン酸

を生じ、これが異性化されてフルクトース 6-リン酸となる。以上のアルドール縮合と異性化を触媒す

る酵素はそれぞれ、3-ヘキスロース-6-リン酸シンターゼ（HPS）および 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラ

ーゼ（PHI）である。このホルムアルデヒド固定系自体はATPやNADHなどのエネルギー源や還元力

を消費しない発エルゴン的なもので、このC1化合物固定反応系を嫌気条件下ではたらかせることも可

能である。さらに、このホルムアルデヒド固定反応は、その産物が糖代謝の中心物質であるフルクト

ース 6-リン酸であり、解糖系と直接リンクすることができる。 
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図3.3.2-1 メチロトローフのC1化合物代謝の概要 
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図3.3.2-2 リブロースモノリン酸経路 
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図3.3.2-3 hpsおよびphiと相同な遺伝子の系統関係 

 

 従来この経路はメチロトローフに特異的なものと考えられてきたが、著者らの遺伝子レベルでの研

究によって、この経路の鍵酵素であるHPSおよびPHIと相同な遺伝子がゲノム解析がされたさまざま

なBacteria に広く存在していることが明らかとなった 2)（図3.3.2-3）。これらの中でBacillus subtilis で

は、ホルムアルデヒドが培地に存在するとこれらの酵素遺伝子が発現し、ホルムアルデヒドに対する

耐性を示すようになる 3)。また、多くの Bacteria では、C1化合物代謝とは無関係な中間代謝で生じる

ホルムアルデヒドなどのC1化合物がこの経路によって消去されると同時に、その炭素は糖代謝に導か
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れることが示されている 4)。 

 Archaea でも、メタン生成細菌や嫌気性超高熱菌に、hps と phi の相同遺伝子が存在することが明ら

かになっている 2)（図 3.3.2-3）。メタン生成細菌では上述のように、CO2は４段階の還元反応を受ける

が、その際、一部がホルムアルデヒドとして遊離する。この場合、HPSとPHIによってホルムアルデ

ヒドは固定され、糖代謝に導かれることが考えられる。また、代謝進化の面から、生物発生以前の地

球環境は嫌気的・還元的であり、いわゆる原始スープとよばれる化学的環境の成分のひとつにホルム

アルデヒドがあったとされている。嫌気性超高熱性 Archaea におけるホルムアルデヒド固定系はその

進化の痕跡、あるいは現存する極限環境で実際に機能するものであると言える。 

 さらに、生態系でのC1化合物発生源は、メタン由来のものや、上述の細胞内での代謝産物に加えて、

リグニンやペクチンなどの植物成分に含まれるメチルエステルやメトキシル基が遊離して生じるもの

もある。実際に、リグニンの分解物であるバニリンが細菌によって分解される際、バニリンのメトキ

シル基はホルムアルデヒドとして遊離する 5)。バニリン資化性菌であるBurkholderia cepacia では、ホ

ルムアルデヒドの固定系としてhpsとphiを遺伝子導入して発現させるとバニリンの分解活性が顕著に

増強し、菌体収率が増加する現象が認められている。以上のことで共通していることは、HPS および

PHIは、メタンからCO2までのさまざまなC1化合物代謝で生じるホルムアルデヒドの毒性を除去する

とともにこの固定反応は糖の主要な代謝とリンクして細胞構成成分として菌体に取り込まれることで

ある。 

 以上のことから、C1化合物の取り込みが強化された細胞においては、その代謝の流れの過程でホル

ムアルデヒドが生じ、それを除去することができなければ、その毒性によってその細胞は増殖を続行

することが出来なくなるものと考えられる。従って、分子育種によって新たにCO2などのC1化合物代

謝が強化された菌株にあっては、ホルムアルデヒドの除去機能を新たに備えることが必須の要件とな

る。 

 本研究では以上の観点から、ホルムアルデヒド除去機構の中で最も単純な反応からなるRuMP経路

のホルムアルデヒド固定系を取り上げ、遺伝子源としてはグラム陽性のメチロトローフであるBacillus

属細菌を選定し、関与する遺伝子群をクローニングした。また、上述のように、B. subtilisには非メチ

ロトローフであるにも拘わらずRuMP経路を有し、ホルムアルデヒド固定酵素遺伝子の発現調節に関

与すると考えられる新しい調節遺伝子の存在が認められている。この調節遺伝子は、RuMP 経路を異

種細胞でC1化合物の利用に対応させて発現させる場合には必須の因子であるので、本研究では、この

調節遺伝子産物の機能も検討した。この研究成果から期待できることは以下の２点である。１）CO2

などの細胞内代謝に由来するホルムアルデヒドの解毒機構を強化し、しかもその炭素を菌体にとって

より有効に利用できるようにすることができる。２）古紙に由来するリグニンから生じる有害なホル

ムアルデヒドを除去し、しかもこれを菌体の炭素源として活用することができるようになる。 

 

(3) 材料と方法 

① Bacillus brevis S1株のリブロースモノリン酸経路オペロンのクローニング 

a. 微生物とベクター 
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 本実験に使用した細菌の菌株およびプラミドを表3.3.2-1に示した。PCRに使用したプライマーは表

3.3.2-2に列記した。PCRはEx Taq DNAポリメラーゼを使用し、Perkin Elmer Model 480 DNA Thermal 

Cycler （Norwalk, CT）で行った。大腸菌への形質転換は、Hanahanの方法 7)に従って行った。大腸菌

形質転換体からのプラスミドDNAの分離には、BirnboimとDoryの方法 8)を用いた。B. brevis S1株の

染色体DNAはSaitoとMiuraの方法 9に従った。Southern blot解析はSouthernの方法 10)を適用した。 

b. 微生物と培養 

 B. brevis S1株（NCIMB12534）は、Al-Awadhiらによって分離された耐熱性メタノール資化性細菌で

ある 11)。B. brevis S1株は、500 mlの培地を含む2ℓの振盪フラスコで45°C、16時間培養した。培地組

成（1L）は以下のとおりである。 

メタノール（1.6 g）、K2HPO4（4.65 g）、NaH2PO4·H2O (1.5 g)、(NH4)2SO4（1.5 g）、MgSO4·7H2O（0.2 g）、

yeast extract （0.5 g）、peptone （0.5 g）、casamino acid（0.5 g）、vitamin solution、metal solution、pH 7.0。

この培地に、Trypton soya broth CM129（Oxid Ltd.）を用い、37°Cで前培養したもの5 mlを接種した。

大腸菌の培養には、2×YT培地（1.6 % tryptone、1.0% yeast extract、0.5% NaCl）を用い、50 µg/mlアン

ピシリン、0.5 mM IPTGおよび0.05 mM X-Galを必要に応じて添加した。 

c. 無細胞抽出液の調製 

B. brevis S1株を上記の方法で培養し、4°Cでの遠心分離（7,000 g）で集菌した後、50 mMのリン酸 

カリ緩衝液（pH 7.5）で２回洗浄した。洗浄菌体を、1 mM ジチオスレイトール（DTT）、5 mM MgCl2、 

 

表3.3.2-1 本実験に使用した菌株とプラスミド 

Bacterial strain 
or plasmid

Relevant genotype or description Source or reference

Bacterial strains
B. brevis S1 wild type
E. coli
DH5α F-,φ80dlacZ∆ M15, ∆ (lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, 

hsdR17(rK
- mK

+), phoA, supE44, λ-, thi-1, gyrA96, relA1 Laboratory stock

JM109 recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rK- mK+), e14-(mcrA-), supE44, 
relA1, ∆ (lac-proAB)/F'[traD36, proAB+, lacIq, lacZ∆M15 Laboratory stock

HS1 JM109 (pKHS1) This work
PS1 JM109 (pKPS1)
KX JM109 (pKK223-3)

Plasmids
pGEM-T Esay Apr; used for TA cloning Promega

pGivS1 BamHI-SpeI PCR fragment containing rmpB generated by primers 
hps-ivB1 and hps-ivS1, ligated to pGEM-T Esay This work

pKK223-3 Apr, has a tac promoter, used for overexpressing hps or rmpB TaKaRa
pKHS1 EcoRI PCR fragment containing hps generated by primers 

HPS-ESDN and HPS-EcC, ligated to pKK223-3 This work

pKPS1 EcoRI PCR fragment containing rmpB generated by primers 
PHI-ESDN and PHI-EcC, ligated to pKK223-3

This work

This work
This work

Apr, ampicillin resistance
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表3.3.2-2 本実験に用いたオリゴヌクレオチド 

primer Sequence (5'→3')

HPS-BaN2 GARGTICARGARTAYGTIGAYATHGTIGA

HPS-BaI3 TTYTTICCIACIGCYTGIARRTCRTA

hps-ivB1 TAACCGGAGTACCGATTTCC

hps-ivS1 CACGCTGGATACGATCTCCA

HPS-ESDN G GAATTCCTAAGGAGGTTTTTATATGCAACTTCAATTAGCTCTA

HPS-EcC G GAATTCCTCATAACCCTTGTTTAACTAAT

PHI-ESDN G GAATTCCTAAGGAGGTTTTTATATGATGCAGACAACTGAATTC

PHI-EcC G GAATTCCCTACTCGAGATTGGCATGTCT

Some of these oligonucleotides were engineered to contain EcoR I restriction sites (underlined) at 
the 5' end. Primers HPS-ESDN and PHI-ESDN contain the Shine-Dalgarno sequence (italicized).

 
 

および0.15 mMのフェニルメチルスルホニルフルオリド（PMSF）を含む50 mMリン酸カリ緩衝液（pH 

7.5）に懸濁し、30分間の超音波処理（180 W, Insonator medel 201, Kubota）を行い、菌体を破砕した。

破砕液を遠心分離し（12,000 g、20分間、4°C）、その上清液を無細胞抽出液とした。 

d. 酵素活性測定 

 HPS およびPHI の活性測定の原理を、図 3.3.2-４に示した方法で測定した 12)。すなわち、HPS の基

質であるリブロース 5-リン酸は試薬として不安定であるので、反応液にはリボース 5-リン酸を加え、

同時に添加するホスホリボイソメラーゼによって供給した。HPS活性の測定には、リブロース 5-リン

酸に依存したホルムアルデヒドの減少を測定した。これとは別に、HPSの反応生成物である3-ヘキス

ロース 6-リン酸を定量する方法も適用した。この方法は、過剰のPHI存在下で反応させ、3-ヘキスロ

ース 6-リン酸をフルクトース 6-リン酸に導き、これをホスホグルコイソメラーゼでグルコース 6-リ

ン酸のした後に、グルコース 6-リン酸デヒドロゲナーゼの NADP+の還元反応とリンクさせるもので

ある。後者の反応条件で、HPSを過剰に加えるとPHI活性の測定系となる。反応組成や反応条件は既

報の方法に従った )。HPS 活性の１単位は、１分間にリブロース 5-リン酸によって固定されるホルム

アルデヒドの�mol 数で表した。また、PHI 活性の１単位は、１分間に生じるNADPH のµmol 数で表

した。 

e. HPSの精製 

 精製の全ての操作は4°Cで行った。使用した緩衝液の全てに1 mM DTT、5 mM MgCl2、および0.15 

mM PMSFを添加した。上述の無細胞抽出液から顆粒画分を除去するため、110,000 g 60分の超遠心処

理をした。得られた上清液を緩衝液A（20 mM Tris-HCl、pH 7.5）に対して透析後、同じ緩衝液で平衡

化したQ-Sepharoseカラム（1.6×10 cm、Amersham Pharmachia Biotech）に供した。溶出は、KCl 
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D-Ribose 5-P

D-Ribulose 5-P 3-Hexulose 6-P Fructose 6-P

Glucose 6-P

6-Phosphogluconate

NADP+

NADPH +H+

①

②

③

HPS PHI

酵素：① phospriboisomerase、
② phosphoglucoisomerase、
③ glucose 6-phosphate dehydrogenase

 

図3.3.2-4 HPSおよびPHIの活性測定の原理 

 

度を増加させることによって行った（0 - 0.5 M）。活性画分を集め、これに1.7 Mの濃度になるように

(NH4)2SO4を加えた後、緩衝液B（50 mM Tris-HCl、pH 7.5）で平衡化したButyl-Toyopearlカラム（2.2

×20、TOSOH Co.）に供した。溶出は、(NH4)2SO4濃度を1.7 Mから0 Mに直線的に減少させることに

よって行った。活性画分を集め、これをCENTRIPREP（Millipore Co.）で限外濃縮した。次いで、この

酵素溶液を0.1 M KClを含む緩衝液Cで平衡化したSuperdex-200カラム（1.6×60 cm、Pharmacia）で

ゲル濾過し、活性画分を精製酵素標品とした。 

f. タンパク質実験 

 タンパク質濃度は、Bradfordの方法 13)で定量した。SDS-ポリアクリルアミド電気泳動（SDS-PAGE）

では、15%のポリアクリルアミドゲルを用いた。標準分子量マーカーとしては、Bio-Rad社のもの（Low 

range）を用いた。酵素の分子量測定には、Superdex 200 カラムを装着した Fast Protein Liquid 

Chromatography System（Pharmacia Biotech）を用いるゲル濾過法で行い、Oriental Yeast社の標準タンパ

ク質を分子量マーカーとした。 

 N-末端アミノ酸や内部アミノ酸配列を決定するため、精製酵素自体および精製酵素を Protease V8

（Sigme Chemical Co.）で消化したものに対して SDS-PAGE を行った後、タンパク質バンドを

polyvinilidene difuloride membrane（PsqPVDF、Millipore Corp.）を用い、14 V一昼夜の通電でelectroblot

した。用いた緩衝液は、75 mM Tris base 580 mM glycine 20% (vol.vol) methanolである。各バンドのN-

末端アミノ酸配列は、Perkin Elmer Protein Sequencer 476Aを用い、Edman分解法によって決定した。 

g. hps遺伝子のクローニング 

 HPSのN-末端アミノ酸配列および内部アミノ酸配列を基に作製したHPS-BaN2およびNPS-BaI3（表

3.3.2-2）をそれぞれ上流域および下流域のプライマーとして、B. brevis S1株の染色体DNAを鋳型とし

てPCRを行った。得られたPCR産物（0.4 kb）をプローブとして用い、Southern hybridizationと inverse 

PCR14)を行い、pGEM-T Easyの3.0-kb Sal I 断片をもつ陽性クローンを得、このプラスミドをpGivS1

と名付けた。ここで inverse PCRには、表3.3.2-3に示したhps-ivB1とhps-ivS1をプライマーとして用

いて行った。このpGivS1から3.0-kbのSal I 断片をpBluescript II SK+（TOYOBO）にサブクローニン
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グし、配列を決定した。 

h. 塩基配列の決定 

 塩基配列は、Sangerらの方法に従い、DNA Sequencing Kit（Amersham Pharmacia）を用い、DSQ-2000L 

DNA sequencer（Shimadzu Co.）で行った。Sequencing reactionは上記のKitのマニュアルに従った。塩

基配列データは、BLAST Program（GenBank, EMBLおよびSwissprotのデータベースを使用）で解析し

た。 

i. RNA解析 

 B. brevis S1株を、さまざまな炭素源を加えた無機塩培地を用い、対数増殖期の中期まで培養した。

用いた炭素源は以下のとおりである、メタノール（50 mM）、エタノール（100 mM）、グルコース（100 

mM）＋ホルムアルデヒド（0.1 mM）、グルコース（100 mM）＋ギ酸（0.1 mM）。全RNA量は、ISOGEN 

Kit（Nippon Gene Co.）を用いてAGPC（Acid-guanidium thiocyanate-phenol-chloroform）法によって得た。

また、全RNAは、0.7 % Agarose上で、1.0 mM EDTAおよび2.2 M formaldehydeを含む20 mM MOPS

緩衝液を用いて電気泳動し、20×SSC中で、nylon membrane filter（Gene Screen Plus; NEN Life Science 

Products）に写し取って観察した。hpsおよびphiの転写産物は、AlkPhos DIRECT（Amersham Pharmacia 

Biotech）を用いて検出した。rRNAを全RNA量の標準として用い、エチディームブロミドで染色した。 

 

② B. subtilisのRuMPオペロンの調節因子の同定 

a. 野性株、B. subtilis 168（trpC2）およびyckH（RuMPオペロンの推定調節因子）を欠損したB. subtilis 

YD111（trpC2、yckH::spc）を用いた。使用した菌株およびプラスミドは表3.3.2-3に示した。また、PCR

のプライマーは表3.3.2-4にまとめた。各プラスミドの増殖には、E. coli JM109を用いた。 

b. 培地と培養条件 

 B. subtilisは、0.1%グルコースを含むLB培地を用い、37°Cおよび30°Cで培養した。形質転換株の

培養には、ストレプトマイシン（60 µg//ml）とテトラサイクリン（5 µg/ml）を必要に応じて添加した。

大腸菌の培養には、2×YT 培地を用い、必要に応じてアンピシリン（50 µg/ml）およびテトラサイク

リン（20 µg/ml）を添加した。 

c. 調節因子、YckHタンパク質の発現と精製 

 yckH遺伝子がコードするタンパク質は、His-タグ（His×6）をC-末端に付与した融合タンパク質と

して大腸菌 JM109株で発現させた。250yckH-NおよびyckH-HisCをプライマーとし、B. subtilis 168株

を鋳型としてPCRを行い、AquaPure Genomic DNA Isolation Kit（Bio-Rad）を用いて抽出した。ここで、

250yckH-NはCla I切断部位を持つように、yckH-HisCは６回繰り返しのヒスチジンコドンとHind II 

切断部位をもつように設計した。PCR産物をpGEM T-Easyベクターに挿入し、pGyckHH2を得、これ

から固有のプロモーター配列をもつyckH-6HisをpUC118にサブクローニングした。このプラスミドは、

lac promoter（Plac）を有しており、pUCCyckHH2と名付けた。 

 大腸菌 JM109にpUCCyckHH2を形質転換した株（XHH2株）を37°Cでアンピシリンを含むLB培

地を用いて培養し、OD610が 0.5 に達した時点で IPTG（2 mM）を添加してさらに 4 時間培養を続け、

YckHタンパク質（YckH-(His)X6）を誘導した。集めた菌体は - 80°Cに保存した。 
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 YckHの精製操作は4°Cで行った。使用した緩衝液には1 mM DTTおよび0.15 mM PMSFを添加し

た。細胞を緩衝液D（50 mMリン酸ナトリウム緩衝液、pH 7.8、300 mMのNaClを含む）に懸濁し、 

 

表3.3.2-3 本実験に用いた菌株とプラスミド 

Bacterial strain 
or plasmid Relevant genotype or description Source or reference

Bacterial strains
B. subtilis
168 trpC2 4
YD111 trpC2 yckH::spc 9
XHH2 trpC2 yckH::spc (pHyckHH2) This work
XHPLK trpC2 yckH::spc (pHY300-PLK) This work
E. coli
DH5α TaKaRa

UH2 DH5α (pUyckHH2) This work
UX DH5α (pUC118) This work
Plasmids
pGEM-T Esay Apr; used for TA cloning yckH Promega

pGyckHH2 PCR fragment containing yckH generated by primers 
250yckH-N and yckH-HisC, ligated to pGEM-T Easy This work

pGBop1 PCR fragment containing URH generated by primers 
Bop1-f and Bop1-r, ligated to pGEM-T Easy

This work

pUC118 Apr, used for overexpressing yckH TaKaRa

pUyckHH2 HindIII-EcoRI digested fragment containing yckH 
prepared from pGyckHH2, ligated to pUC118 This work

pHY300-PLK
Apr (E.coli.) Tetr (E. coli and B. subtilis); multi copy shuttle vector 
containing the pACYC177 rep. origin for replication in E. coli and 
pAMα1rep. origin for replication in B. subtilis 

TaKaRa

pHyckHH2 HindIII-EcoRI digested fragment containing yckH prepared 
from pGyckHH2, ligated to pHY300-PLK This work

F-,φ80dlacZ∆ M15, ∆ (lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, 
hsdR17(rK- mK+), phoA, supE44, λ-, thi-1, gyrA96, relA1

Apr, ampicillin resistance; Tetr, tetracycline resistance; rep., replication.
 

 

 

表3.3.2-4 本実験に使用したオリゴヌクレオチド 

primer Sequence (5'→3')

250yckH-N CC ATCGATGGTAATGCAAGCTGTAATTCCA

yckH-HisC CCC AAGCTTGGGTTAGTGATGGTGATGGTGATGAGATCGCAACGATTGTTTCATGAC

Bop1-f CCC AAGCTTTGTTGATCCACTCCCTTTTCG

Bop1-r CCC AAGCTTATAGAATCCCCCCTTAGTAAC

These oligonucleotides were engineered to contain Cla I or Hind III restriction sites (underlined) at the 5' end. 
Primer yckH-HisC contains the codons of six histidine residues (italicized).
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30分間超音波処理（180 W）した後、遠心分離してその上清を無細胞抽出液とした。次いで、硫酸ス

トレプトマイシンを加えて生じる沈殿を遠心分離によって除去し、緩衝液Dに対して透析した。透析

したタンパク質溶液を緩衝液Dで平衡化したNi-nitrilotriacetic acid agarose カラム（QIAGEN）に供し、

10倍容量の緩衝液D、次いで10%グリセロールを含む緩衝液D（pH 6.0）で洗浄した後、緩衝液Dの

イミダゾール濃度を200 mMまで直線的に増加させYckHを溶出させた。 

d. タンパク質実験 

 SDS-PAGEには、15%ポリアクリルアミドを使用し、分離ゲルはpH 9.2とした。イムノブロットは

ECL Detection Kitを用い、Towbinらの方法で行った。N-terminal His抗体は Invitrogenの製品を用いた。

YckH-(His)X6の相対分子量は、Superose 12 HR 10/30を用いるゲル濾過によって決定した。ここで緩衝

液F（100 mM Tris-HCl、pH 7.5、5 mM MgCl2、1 mM DTT、0.15 mM PMSF、0. 1 M KCl）を溶出液と

して用いた。標準分子量タンパク質としては、MW Marker Protein（オリエンタル酵母社）を用いた。 

e. B. subtilisにおけるhxlAおよびhxlBの発現実験 

 LB培地を用いて37°Cで一夜培養した菌体を新しい培地で20倍に希釈し、対数増殖期中期まで培養

した時点で、ホルムアルデヒドを0.6 mMになるように添加し、さらに90分間培養を続けた。集つめ

た菌体を洗浄した後に、5 mM MgCl2、1 mM DTT、0.15 mM PMSFを含む50 mMカリウムリン酸緩衝

液（pH 7.5）に懸濁した。ガラスビーズ（直径0.5 mm）とともに激しく振盪して菌体を破砕し、遠心

分離の上清を無細胞抽出液とした。 

f. B. subtilisにおけるYckH-(His)X6の相補実験 

 プラスミドpGyckHH2 よりHis-タグのついたyckH をpHY300-PLK にサブクローニングし、プラス

ミド pHYckHH2 を得た。これを大腸菌 JM109 に形質転換し、形質転換株をアンピシリン耐性を指標

として得た。pHYckHH2を大腸菌形質転換体より抽出し、B. subtilis YS111（yckH::spc）に形質転換し

た。ここでは、テトラサイクリン耐性を指標として形質転換株を得、これを XHH2 株とした。

pHY300-PLKをもつB. subtilis YD111株をXHPLK株と称し、これを in vivo相補実験のコントロール株

とした。B. subtilisの形質転換は、コンピテントセル法 )で行い、テトラサイクリン（5 µg/ml）を形質

転換体の選択培地に添加した。 

g. DNAプローブ 

 hxlABオペロンの上流231-bpをpGyckHH2を鋳型としてPCRを行った。プライマーとしては、BOp1-f

およびBOp1-r を用いた。これはHind III の制限サイトを有するように設計している。得られたDNA

断片（URH）をpGEM-Teasyにクローニングし、pGBOp1を得た。Gel-reterdation解析のために、URH

は、pGBOp1をHind IIIで切断することによって得た。表3.3.2-4に示した各種のオリゴヌクレオチド

は、GENSET CORPおよび Invitrogenより購入した。その他の２本鎖ヌクレオチドは、それぞれの相補

ヌクレオチドとのアニーリングによって作製した。反応条件は、20 µl容量で、90°C、5分間インキュ

ベートし、ゆっくりと室温まで冷却した。DNA断片の末端を、Klenow酵素を用い、[a-32P]dATPでラ

ベルした。 

h. Gel-retardation解析 

 DNA結合解析は、Bandshift Kit（Pharmacia）を用いて、さまざまな条件で行った。典型的な反応組
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成（20 µl）は以下のとおりである。10 mM Tris-HCl (pH 7.5)、50 mM NaCl、10% glycerol、0.5 mM DTT、

0.5 µg Calf thymus DNA、0.05% NP-40。この反応液に40 ngのラベルしたDNA断片と0.2 µgの精製

YckH-(His)X6を加え、室温で20分間インキュべートした後、直ちに8% vertical non-denaturing PAGE

に供した。泳動は、3 mM 酢酸ナトリウム、1 mM EDTAを含む7 mM Tris-HCl（pH 7.5）中で、30か

ら90分間、220 Vで行った。泳動後、ゲルを70°C、20から30分間乾燥させ、増感度スクリーンと密

着させて - 80°Cに置き、オートラジオグラフィーを行った。拮抗実験（competition assay）では、上記

の条件に、プローブDNAの15から100モル倍過剰量のラベルしていないCalf Thymus DNAをの加え

て行った。 

 

(4) 実験結果 

① B. brevis S1株のHPSの精製とRuMPオペロン 

a. HPSの精製 

 メタノール培地に生育したB. brevis S1株の可溶性画分には高いHPS活性が見出された（17.0 U/ml）。

この可溶性画分よりHPSを「材料と方法」で述べた方法によって5.36 培に精製した（図3.3.2-5）。精

製酵素の比活性は、91.1 U/mgタンパク質であり、活性収率は4.2%であった。精製酵素は、SDS-PAGE

上で均一バンドを示した。 

 

Cell-free extract 550 10100 17.0 1 100

73.7 3550 49.4 2.90 35.1

Butyl-Toyopearl 20.2 1630 87.0 5.12 16.1

Superdex 200 4.70 425 91.1 5.36 4.20

Q-sepharose

Purification 
step

Total 
protein 
(mg)

Total 
activity 
(U)

Specific 
activity 
(U/mg)

Purifica-
tion 
(fold)

Yeild 
(%)

1 2 3 4

 HPS

(A)

(B)

Lane 1, 4 Molecular marker 
Lane 2, Cell-free extract from 
 B. brevis S1 
Lane 3, Purified HPS 
 

 

図3.3.2-5 B. brevis S1株からのHPS精製 (A) HPSの精製過程、(B) SDS-PAGE 

 

b. 精製HPSの一般的性質 

 HPSの相対分子量は、SDS-PAGE上で25 kDa、ゲル濾過クロマトグラフィー上で44 kDaであった。

本酵素はホモダイマーサブユニット構造をとると考えられる。N-末端アミノ酸配列は、Edman 分解法

によって、MQLQLALDLVNIEEAKQVVAEVQEYVDIVEと決定した。また、MGVDYIXVH- 
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表3.3.2-5 B. brevis S1から精製したHPSの性質と他のメチロトローフのHPSとの比較 

Properties
Value with enzyme from

M. aminofaciens 77aM. gastri MB19B. methanolicus  C1B. brevis S1

Distribution

Specific activity of 
final preparation

Molecular weight 
(Gel filtration)

Subunit structure 
type

Molecular weight

Heat stability

pH optimum

Soluble Soluble Soluble

480 U/mg
(50℃, pH 7.5)

135 U/mg
(30℃, pH 7.5)

199 U/mg
(30℃, pH 7.5)

32,000 43,000 45,000

monomer homodimer homodimer

27,000 24,000 24,000

65℃, 1 hr 80℃, 10 min-

pH 7.0 pH 7.5 - 8.0 pH 8.0

Soluble

91 U/mg
(30℃, pH 7.5)

44,000

25,000

60℃, 10 min

pH 7.5

homodimer
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A DNA laddar (λ-Eco RI) was used as a size marker.  
Lane1：Hind III - digested,  Lane2：Sph I - digested,  
Lane3：Pst I - digested,  Lane4：Sal I - digested,  
Lane5：Xba I - digested,  Lane6：BamH I - digested,  
Lane7：Sma I - digested,  Lane8：Kpn I - digested,  
Lane9：Sac I - digested,  Lane10：EcoR I - digested.  

 

3.0kb

S
al

 I

図3.3.2-6 B. subtilisのgenomic Southern 解析 

 

AGYDLQAVGKN（Xは特定できなかったアミノ酸残基）の配列をもつ内部アミノ酸配列を得た。 

 活性に対する至適温度は55°Cであり、60°C、10分間で約80%の活性が失われた。至適pHは7.5で

あった。その他の酵素化学的性質と既知のHPSとの比較を表3.3.2-5にまとめた。 

c. hps遺伝子のクローニングと塩基配列 

 HPS-BaN2およびHPS-BaI3をプライマーとして用い、B. brevis S1株の染色体DNAを鋳型とするPCR

によって、約400-bpのDNA断片を得た。次いで、このPCR産物をプローブとして用いたSouthern blot
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解析によって、3.0-kb Sal I断片の染色体DNAを得た（図3.3.2-6）。この結果に基づいて、hps遺伝子の

全長を inverse PCR によって取得した。hps 遺伝子の塩基配列および HPS の推定アミノ酸配列を図

3.3.2-7に示した。hps遺伝子の読み枠（ORF）は636-bpよりなり、211アミノ酸残基からなるポリペプ

チドに相当し、推定分子量は22,652 Daと見積もられた。この値は、精製したHPSをSDS-PAGEでも

とめた相対分子量（25 kDa）とよく一致した。精製酵素のEdman分解法によってもとめたN-末端アミ

ノ酸配列および内部アミノ酸配列はhps遺伝子産物の推定アミノ酸配列上に見出された。 

 B. brevis S1株hpsの推定一次構造についてBLASTおよびFASTAデータベースで検索したところ、

以下のタンパク質と相同性を示した（図3.3.2-8）。Bacillus subtilisのHPS（66% identity、83% similarity）、

Pyrococcus horikoshiiのhypothetical protein（46% identity、67% similarity）、Mycobacterium gastriのHPS（40% 

identity）、Methylomonas aminofaciens 77a（37% identity）。 

d. 大腸菌におけるhpsの発現と大腸菌形質転換体からのHPSの精製 

 HPS-ESDNおよびHPS-EcCをプライマー（これには、EcoR I切断部位、Shine-Dalgarno配列を含む）

として用い、B. brevis S1株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行った。PCR産物をEcoR Iで切断し、

発現プラスミド pKK223-3のEcoR I部位に繋いで、pKHS1を得、これを大腸菌JM109株に形質転換

した。大腸菌 JM109 [pKHS1]を IPTGを含むLB培地で増殖した菌体の無細胞抽出液のHPS活性は、

2.25 U/mg タンパク質であった。この組換え HPS を親株の場合と同じ手順で 16.6 倍に精製した（図

3.3.2-9）。精製酵素の比活性は37.3 U/mg であり、精製収率は2.37%であった。精製酵素はSDS-PAGE

で単一バンドを示し、N-末端アミノ酸配列は、MQLQLALDLVNIEEAKQVVAであり、hpsの塩基配列

から推定したアミノ酸配列と一致した。 

e. ORF1の大腸菌での発現 

 B. brevis S1株からクローニングしたpGivS1上の3.0-kb Sal I 断片には、hpsともうひとつの完全長の

ORF1および部分ORFが存在した（図3.3.2-7）。ORF1はhpsの下流に位置し、hpsとの間には5-bpの

間隔があった。ORF1 は 555-bp からなり、184 アミノ酸残基に相当し、この遺伝子産物の推定分子量

は、19,942 Daである。相同性検索の結果、このORFはB. subtilisの推定PHIとアミノ酸レベルで64%

一致し、82%の類似性を示した（図 3.3.2-10）。さらに、BLAST および FASTA プログラムによる検索

の結果、推定一次構造は以下のタンパク質と相同性を示した。P. horikoshiiのhypothetical protein（43% 

identity、66% similarity）、Mycobacterium gastri M19のPHI（38% identity）、Methylomonas aminofaciens 77a

のPHI（34% identity）。これらの相同性から、ORF1の産物はPHIであると結論した。 

 PHI-ESDNおよびPHI-EcCをプライマー（これには、EcoR I切断部位、Shine-Dalgarno配列を含む）

として用い、B. brevisS1株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行った。PCR産物をEcoR Iで切断し、

発現プラスミド pKK223-3のEcoR I部位に繋ぎ、pKPS1を得、これを大腸菌 JM109株に形質転換 

した（図3.3.2-11）。IPTGを含むLB培地で培養した大腸菌形質転換体 JM109 [pHPS1]から調製した無

細胞抽出液のPHI比活性は、0.5 U/mg タンパク質であった。 

f. RuMP経路遺伝子群の一次構造 

 hpsの開始コドンの上流12から15塩基に推定SD配列（AGGA）があり、推定プロモーター配列が

hpsの上流に認められた（図3.3.2-7）。また、hps近傍の下流域には転写終結配列は存在しなかった。
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TACAGGCAAAAGAAGGAATACACACATTTGCTTGTACAATACAAAGTTACA 
 

TAATTGTAACAAAAAAAACTAAAAATTTTGAAAAGGAGTGTATAATTTATG 
 

CAACTTCAATTAGCTCTAGATTTGGTAAACATTGAAGAAGCAAAACAAGTA 
 

GTAGCTGAGGTTCAGGAGTATGTCGATATCGTAGAAATCGGTACTCCGGTT 
 

ATTAAAATTTGGGGTCTTCAAGCTGTAAAAGAAGTTAAAGACGCATTCCCT 
 

CATTTACAAGTTTTAGCTGACATGAAAACTATGGATGCTGCAGCATATGAA 
 

GTTGCTAAAGCAGCTGAGCATGGCGCTGATATCGTAACAATTCTTGCAGCA 
 

GCTGAAGATGTATCAATTAAGGGTGCTGTAGAAGAAGCGAAAAAACTTGGC 
 

AAAAAAATCCTTGTTGACATGATCGCAGTTAAAAATTTAGAAGAGCGTGCA 
 

AAACAAGTGGATGAAATGGGTGTAGACTACATTTGTGTTCACGCTGGATAC 
 

GATCTCCAAGCAGTAGGTAAAAACCCATTAGATGATCTTAAGAGAATTAAA 
 

GCTGTCGTGAAAAATGCAAAAACTGCTATTGCAGGCGGAATCAAATTAGAA 
 

ACATTGCCTGAAGTTATCAAAGCAGAACCGGATCTTGTCATTGTCGGCGGC 
 

GGTATTGCTAACCAAACTGATAAAAAAGCAGCAGCTGAAAAAATAAATAAA 
 

TTAGTTAAACAAGGGTTATGATCAGCATGCAGACAACTGAATTCTTATCT 
 

AGCCAATGACGGAAAATGATTGAGGCATTTTTTGATCCAGAAATAAATTAT
ACAAAGCAGGATAGATTTTCCTTTTAGCTAAATCCCCTGTCGCGCCAAACA
AGACAAAGGTCATCGAATCCACTTTTCATACCTCCACATTAACATTTGTTG
CGGCAAATATTAGTATAATATGTATATTTTTTATATGTAAGTACGCACTTA
TTAATCTTATAGTTACAAATTTATATAAAGTATAAATAATATACTATAAAA
AATCTTATGGAAAGTGATGGATCATTCATACCTTTTTTTCCCGTATTGTTT
ACATTTTCTATAGGAATTTTTTCTTAATAGTATACTTTTTATACTATGTGT
TAATAAAGTGCGTACTTTTTAAAAAATTTGATAGATAGTATATTAACAGTG

                                                 M 
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図3.3.2-7 B. brevis S1のRuMP遺伝子クラスターの塩基配列と推定アミノ酸配列 
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10 20 30 40 50 
1 MQLQLALDLV NIEEAKQVV- AEVQEYVDIV EIGTPVIKIW GLQAVKEVKD 49
1 MELQLALDLV NIPEAIELV- KEVEQYIDVV EIGTPVVINE GLRAVKEIKE
1 MILQVALDLT DIEQAISIAE KAARGGAHWL EVGTPLIKKE GMRAVELLKR 50 

60 70 80 90 100 
AFPHLQVLAD MKTMDAAAYE VAKAAEHGAD IVTILAAAED VSIKGAVEEA 99
AFPQLKVLAD LKIMDAGGYE IMKASEAGAD IITVLGATDD ATIKGAVEEA
RFPDRKIVAD LKTMDTGALE VEMAARHGAD VVSILGVADD KTIKDALAVA 100 

110 120 130 140 150 
100 KKLGKKILVD MIAVKNLEER AKQVDEMGVD YICVHAGYDL QAVGKNPLDD

KKQKKKILVD MINVKDIESR AKEIDALGVD YICVHTGYDL QAEGKNSFEE
101 RKYGVKIMVD LIGVKDKVQR AKELEQMGVH YILVHTGIDE QAQGKTPLED 150 

160 170 180 190 200 
150 LKRIKAVVKN AKTAIAGGIK LETLPEVIKA EPDLVIVGGG IANQTDKKAA

LTTIKNTVKN AKTAIAGGIK LDTLPEVIQQ KPDLVIVGGG ITSAADKAET
151 LEKVVKAVKI P-VAVAGGLN LETIPKVIEL GATIVIVGSA ITKSKDPEGV 199

210
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B. brevis S1
B. subtilis
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B. brevis S1
B. subtilis
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B. brevis S1
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P. horikoshii

B. brevis S1
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B. brevis S1
B. subtilis
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B. subtilis           Identity----66%
Similarity--83%

P. horikoshii      Identity----46%
Similarity--67%

 

図3.3.2-8 B. brevis S1株HPSと他の相同遺伝子産物とのアミノ酸配列の比較 

灰色の枠で囲った部分は同一アミノ酸残基を示す 

 

 

 

1 2 3

25 kDa
rHPS

Cell-free extract 3680 2070 2.25 1 100

207 1400 6.94 3.08 67.6

Butyl-Toyopearl 44.8 506 11.4 5.07 24.4

Superdex 200 1.32 49.1 37.3 16.6 2.37
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protein 
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activity 
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Lane 1 Molecular marker,  Lane 2, Cell-free extract from E. coli HS1.  
Lane 3 was  purified HPS. 

 

図3.3.2-9 大腸菌 JM109 [pHPS1]からのHPSの精製。(A) 精製過程、(B) 精製酵素のSDS-PAGE 
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10 20 30 40 50 
1 MQTTEFLSEI VKELSNSVNQ IADEEAEALV NGILQSKKVF VAGAGRSGFM 50 
1 MKTTEYVAEI LNELHNSAAY ISNEEADQLA DHILSSHQIF TAGAGRSGLM 50 
IRKA--MKDI TDHINEVADK LRLDEVRGLV DAMIGANKIF IYGAGRSGLV 262

60 70 80 90 100 
51 AKSFAMRMMH MGIDAYVVGE TVTPNYEKED ILIIGSGSGE TKGLVSMAQK 100 
51 AKSFAMRLMH MGFNAHIVGE ILTPPLAEGD LVIIGSGSGE TKSLIHTAAK 100 

263 GKAFAMRLMH LDFNVYVVGE TITPAFEEGD LLIAISGSGE TKTIVDAAEI 312

110 120 130 140 150 
101 AKSIGGTIAA VTINPESTIG QLADIVIKMP GSPKDKSEAR -ETIQ----- 144
101 AKSLHGIVAA LTINPESSIG KQADLIIRMP GSPKDQSNGS YKTIQ----- 145
313 AKQQGGKVVA ITSYKDSTLG RLADVVVEIP GRTKTDVPTD YIARQMLTKY 362

160 170 180 190 200 
151 ----PMGSLF EQTLLLFYDA VILRFMEKKG LDTKTMYGRH ANLE*..... 184 
151 ----PMGSLF EQTLLLFYDA VILKLMEKKG LDSETMFTHH ANLE..... 185
363 KWTAPMGTLF EDSTMIFLDG IIALLMATFQ KTEKDMRKKH ATLE-..... 406

B. brevis S1
B. subtilis
P. horikoshii 215

B. brevis S1
B. subtilis
P. horikoshii

B. brevis S1
B. subtilis
P. horikoshii

B. brevis S1
B. subtilis
P. horikoshii

B. subtilis    Identity----64%
Similarity--82%

P. horikoshii      Identity----43%
Similarity--66%

 

図3.3.2-10 B. brevis S1株PHIと他の相同遺伝子産物とのアミノ酸配列の比較 

灰色の枠で囲った部分は同一アミノ酸残基を示す 

 

 

21 kDa

1 2 3

rPHI

Lane 1 , molecular mass standards;  
Lane 2,  cell-free extract from E. coli PS1  
              induced by IPTG (0.5 mM).   
Lane 3 , cell-free extract from E. coli JM109  
 induced by IPTG (0.5 mM). 

 

図3.3.2-11 大腸菌 JM109 [pHPS1]によるPHIの大量発現 

 

一方、phi 配列の周辺では、その開始コドンの上流 13 から 16 塩基に推定 SD 配列（AGGA）があり、

phi の下流域に転写終結区が認められた。この転写終結区は、T 残基を含むρ独立終結区と特徴づけら

れる。しかし、phiの上流域には、典型的なプロモーター配列は認められなかった。以上のhpsおよび

phi 周辺の機能配列から、hps と phi はオペロン（RuMP オペロン）を形成し、ポリシストロニックに

転写されると考えられる。 

 このオペロンの上流に位置するORF2は、Vibrio choleraeのグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ遺
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伝子と高い相同性を示した。この酵素は、エントナー・ドードロフ経路の鍵酵素であり、RuMP 経路

における糖変換反応に関与する。 

g. RuMP経路遺伝子群の発現調節 

 B. brevis S1株をさまざまな炭素源を含む培地で、対数増殖期の中期まで培養した。それぞれの無細

胞抽出液のHPSとPHI活性は図3.3.2-12-Aに示したとおりである。メタノールに生育した菌体は、高

いHPSとPHI活性を示したが、グルコース生育菌体およびエタノール生育菌体には両活性はほとんど

認められなかった。これらの結果は、HPSとPHIはメタノールによって同時に誘導されるものと考え

られる。 
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図3.3.2-12   （A）各炭素源で生育したB. subtilis S1菌体のHPS、PHI活性 

（B）B. Northern blot 解析 

 hpsおよびphiの発現をmRNAの転写レベルで調べるために、Northern blot解析を行った。ここでは、

さまざまな炭素源で培養したB. brevis S1株の全RNAに対しhpsおよびphiのDNA断片をプローブと

した（図3.3.2-12-B）。メタノールとホルムアルデヒドを含む培地で培養した菌体から得たRNAがこれ

らのプローブとハイブリダイズした。これらのバンドの移動度から見積もったmRNAのサイズは、hps

とphiの両方を含む長さ（1.2-kb）と一致した。エタノール生育菌体では、メタノール生育菌体の場合

にくらべ薄いものの、hpsとphiとハイブリダイズするバンドが検出された。一方、グルコースおよび

グルコースとギ酸を含む培地で生育した菌体のRNAを使用した場合には、相当するバンドが認められ

なかった。以上の結果は、上記の HPS と PHI の誘導実験の結果とよく一致している。すなわち、hps

とphiの発現はmRNAレベルで調節されており、両遺伝子がホモシストロニックオペロンとして転写

することを示している。ホルムアルデヒドはB. brevis S1株ではメタノールの酸化によって生じるため、

見かけ上、メタノールによる誘導がみられるが、ホルムアルデヒド自体がこのオペロンの発現のため
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の誘導因子であると考えられる。一方、Northern ブロット解析では、エタノールによっても両遺伝子

の転写誘導が認められたが、これはMycobacterium gastri MB19には認められなかった興味ある現象で

ある。 

 

② B. subtilisのRuMPオペロンの調節因子の同定 

a. YckHの過剰発現と精製 

 B. subtilisの yckH遺伝子をpUC118にクローニングし、プラスミドpUCyckHH2を得た。これは、大

腸菌の lacプロモーターの支配下で発現するように設計した。His-タグを付したYckH（YckH-(His)X6）

は大腸菌 JM109 [pUCyckHH2]で過剰発現させ、Ni-chelate affinity chromatographyを用いて１段階で精製

した。結局、3ℓの培養液から4.0 mgのSDS-PAGE上で均一な精製YckH-(His)X6を得た（図3.3.2-13）。

SDS-PAGEによって得られたYckH-(His)X6の相対分子量は、14 kDaであろ、塩基配列からもとめた理

論分子量とよく一致した。また、ゲル濾過によってもとめた相対分子量は58 kDaであり、活性のある

タンパク質は４つの同一のサブユニットからなるものと考えられる。N-末端アミノ酸配列は、

SRMDDKRFNであり、yckHの塩基配列から得た推定アミノ酸配列と一致した。 
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図 3.3.2-13 大腸菌[pUCyckHH2]（A）からの YckH の精製（B）および精製酵素のゲ

ル濾過クロマトグラフィー（C） 

 

b. YckH-(His)X6による in vivo相補 

 His-タグを付したYckHがyckH遺伝子を欠如したB. subtilis YD111株（yckH::spc）を相補するか否か

を細胞レベルで調べた。pGyckHH2 から６回繰り返しのヒスチジンコドンを付した yckH 遺伝子を

pHY300-PLKにサブクローニングし、これをYD111株に形質転換した。YD111株では、ホルムアルデ

ヒド存在下でもHPSおよびPHIを発現出来ない株であるが、この形質展開株はYckH+となり（図3.3.2- 
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図3.3.2-14 様々な培養条件でのB. subtilis wt株およびYD111株のPHS、PHI活性 

 

14）、野性株であるB. subtilis 168株と同様にHPSおよびPHI活性を発現した。すなわち、YckH-(His)X

はYckHと同様に in vivoで機能することが明らかとなった。 

c. YckHのDNA結合活性 

 hxlABオペロン上流域に対するYckHの結合活性を調べるために、yckHとhxlAのと間の非コーディ

ング領域に相当するDNA断片（URH、231-bp）を 32Pでラベルして用いた。図3.3.2-15に示したよう

に、ラベルした DNA 断片は、精製 YckH-(His)X6 を加えることによって泳動の遅滞が起きた。また、

過剰量のラベルしていないURHを用いた場合、ラベルしたURHと拮抗するが、多量のCalf Thymus 

DNAによってはURHの泳動遅滞が起こらないことを認めた。これらのことは、URHがYckH-(His)X6

と特異的に結合することを示している。このURHと精製YckH-(His)X6との反応系にホルムアルデヒ

ドを添加しても、結合能には変化が認められなかった。 

d. URH上のYckH結合部位の特定 

 YckH タンパク質との結合に関わる URH 上の塩基配列を特定するため、URH を断片化し、それら

と精製YckH-(His)X6との結合能を調べた。URHを９種の断片に分けて調べた。ここでは、0.2 �gの

精製 YckH-(His)X6 を用いた。その結果、図 3.3.2-16 に示したように、2、3、4、6 および 8 の断片が

YckH-(His)X6と結合したことから、この結合に必要なURH上の領域は、- 1～ - 75、- 126～ - 170に

ある。- 1～ - 75および - 126～ - 170の領域をさらに25-bpずつに細分化してそれぞれの結合能を調べ

た。図3.3.2-17に示したように、URH1-1、6-2、8-1および8-2がYckH-(His)X6とそれぞれ異なる強さ

で結合することを認めた。この中で最も強い結合活性を示したのは URH8-1 であった。これらで共通

する塩基配列は、-AAAGTDACTA-であり（この中のD はT かA かC に変化する）、これがYckHと

の結合に関与する共通配列とすることができる。 
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図3.3.2-15 精製YckHタンパク質のURH領域への結合 
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図3.3.2-16 URH上のYckH結合領域の分布 
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図3.3.2-17 URH上のYckH結合領域と結合モチーフ 

 

(5) 考察 

① Bacillus brevis S1株のRuMP酸経路オペロン 

 C. glutamicumの分子育種を想定した場合、その遺伝子源はグラム陽性であることが望ましい。これ

まで、グラム陽性メチロトローフとしては、Mycobacterium gastri MB19よりRuMPオペロンの遺伝子

を取得しているが 15)、さらに、その候補を広げるために、B. brevis S1株のRuMP経路の遺伝子のクロ

ーニングを行った。B. brevis S1株は、耐熱性メタノール資化性菌であり、C1化合物資化経路としてRuMP

経路をもつ。また、メタノール酸化系には、他のグラム陽性メチロトローフやグラム陰性メチロトロ

ーフと異なり、NAD+依存のアルコール脱水素酵素が関与するという特徴を有する 17)。また、同属細 

菌であるB. subtilisでは、ゲノム解析の結果、hpsとphiとの相同遺伝子が存在することが判っており、

後述するようにその調節遺伝子も推定されており 3)、B. subtilisとB. brevisの間では、それぞれの遺伝

子産物の機能的合致が期待できる。 

 これまでに筆者らは、グラム陰性の偏性メチロトローフであるMethylomonas aminofaciens 77aおよび

グラム陽性の通性メチロトローフであるMycobacterium gastri MB19よりRuMP経路の酵素遺伝子をク

ローニングし、その発現調節機構を明らかにしてきた 15, 16)（図3.3.2-18）。両者の間には以下の相違点

がある。第１点は、遺伝子配座が異なることである。すなわち、77a株では、hpsとphi遺伝子の間に

トランスポサーゼ遺伝子挿入されており、MB19株では、hpsとphiはオペロンを形成し、その上流 

に調節遺伝子が存在する。第２点は、77aの場合は、トランスポサーゼ遺伝子中にあるプロモーターが、

両遺伝子の発現の調節に関わっており、hps は負の調節を、phi は正の調節を受け、両遺伝子産物の発

現量が代謝に調和するように制御されている。他方、MB19では、ポリシストロニックに転写される。

これらの相違点は、両菌株のメタノール資化能と密接な関係がある。77aは偏性メチロトローフであり、

C1化合物のみを資化できる。従って、hps および phi は C1化合物、すなわちホルムアルデヒドによっ
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て特異的に誘導される機構よりも、細胞内におけるHPSとPHIの活性比が重要である。トランスポサ

ーゼ遺伝子の内部プロモーターによる発現調節は、本酵素の生理的目的に合致する。一方、MB19 株

は通性メチロトローフ、すなわち、他の炭素源も広く利用できるので、C1化合物の資化にのみに関与

するhpsおよびphiは、厳密に基質を認識する発現調節機構を備えている必要がある。 

 今回新たにクローニングしたB. brevis S1株のRuMP経路遺伝子は、Mycobacterium gastri MBとはhps

とphiの配座は互いに逆であるが、オペロンを形成する点で類似である。B. brevis S1株の両遺伝子がオ

ペロンを形成し、ポリシストロニックに発現することは、本菌が通性メチロトローフであることと矛

盾しない。また、全ゲノムが明らかにされているB. subtilisと比べると（B. subtilisの場合は、hpsはhxlA

に、phi は pxlB にそれぞれ対応する）遺伝子配座は同じであり、推定一次構造も判っているものの中

では最も高い相同性を示した。遺伝子産物について言えば、メチロトローフであるB. brevis S1株の精

製HPSは、B. subtilisのものに比べて顕著に高い比活性を示した。 

 一方、Mycobacterium gastri MB19およびB. subtilis のオペロンでは、その上流の近傍に調節遺伝子と

思われるORFが確認されているが、B. brevis S1株では、オペロンの上流および下流の数キロベースに

わたって調べたが、調節遺伝子と考えられる配列を見出すことが出来なかった。 

 以上のことから、B. brevis S1株のhpsとphiを異種細胞に形質転換し、しかもこれらの遺伝子が細胞

内で生じるC1化合物によって発現誘導させるためには、B. subtilisの調節遺伝子との組み合わせを検討

する必要がある。 

 

② B. subtilisのRuMPオペロンの調節因子 

 上述のように、B. subtilisは、非メチロトローフであるにも拘わらず、RuMPオペロン（hxlABオペロ

ン）があり、ホルムアルデヒドの存在下で培養すると、HPSおよびPHI活性の誘導が起こる。こ 
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図3.3.2-18 様々な細菌のRuMP遺伝子クラスター 

のオペロンの上流には、ひとつのORF（yckH）があるが、これを欠損させるとホルムアルデヒドによ
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る HPS と PHI の誘導は起こらず、ホルムアルデヒドに対する耐性も示さなくなる 3)。従って、YckH

タンパク質は hxlA と hxlB の発現に関与する調節因子であることが想像できる。相同性検索の結果、

yckHはUPF0087ファミリーの一種である（図3.3.2-19）。このファミリーには13種のタンパク質があ

り、その内の7種がB. subtilisにある。また、このファミリーのタンパク質全ては機能未知であり、従

来知られているDNA結合タンパク質との一次構造上の相同性もほとんどない。 

 本研究では、先ずyckHをHis-タグをつけた形で発現させ、in vivoでの相補実験によって、His-タグ

による修飾がその機能に影響しないことを認め、YckH-(His)X6 を大腸菌形質転換体より精製して、

yckH と hxlAB オペロンとの間の非コーディング領域との結合能を調べた。その結果、YckH タンパク

質はこの領域の DNA と特異的に結合することが明らかとなり、さらに、結合に関与する塩基配列を

決定することが出来た。YckH には、従来知られている典型的な DNA 結合モチーフは存在しないが、

そのC-末端部位（89~119アミノ酸残基）には、helix-turn-helix（HTH）構造が認められ、YckHは新し

いタイプの DNA 結合タンパク質であると言える。また、UPF0087 ファミリーの全てのタンパク質に

は、67 アミノ酸残基からなる相同性の高い領域（YckH では 34～119 の領域）があり、この領域がこ

れらのタンパク質のDNA結合ドメインとなることができる（図3.3.2-19）。さらに、URH上には２カ

所のYckH結合領域があり、URSはYckHによって２段階にわたって飽和されることを示している。 

 細胞レベルでの実験では、hxlABオペロンはホルムアルデヒドが誘導因子となるYckHに依存した発

現調節を受けることが明らかになっている 3)。しかしながら、YckHとURSとの結合に関する in vitro

実験では、両者の結合に対するホルムアルデヒドの添加効果は認められなかった。また、B. subtilisで 
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図3.3.2-19 YckHのDNA結合ドメインとUPF0087ファミリーのメンバー 

の YckH の発現は構成的に起こり、ホルムアルデヒドが誘導因子とはならない。ここでは、ホルムア

ルデヒドそのものを反応液に加えてその効果を観察したが、ホルムアルデヒド自体の反応性は高く、
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DNAやタンパク質との非特異的な結合が起こる可能性がある。生体内でのホルムアルデヒドの代謝で

は、ホルムアルデヒドがさまざまな化合物とアダクトを形成した後に生体反応に供せられる事実があ

る。したがって、URHとYckHの結合に対するホルムアルデヒドの効果については、さまざまなホル

ムアルデヒドのアダクトの可能性を調べる必要がある。別の可能性としては、YckHに第三のタンパク

質因子が関与する調節機構、すなわち two component systemよる誘導発現が考えられる。従来知られて

いる two component system では DNA 結合タンパク質がリン酸化されて活性化される過程があるが、

YckHの推定一次構造上にはリン酸化に関与するようなモチーフは認められない。現在、第三のタンパ

ク質因子の探索を行っているが、もし、第三のタンパク質が関与するのであれば、その調節機構は新

しい仕組みとして説明する必要があると考えられる。 

 本研究で明らかになったYckHタンパク質の機能を図示すると図3.3.2-20のようになる。いずれにし

ても、YckHはC1化合物による酵素誘導の鍵となるタンパク質であり、C1化合物関連酵素を異種細胞

で発現させる場合の必須の因子となるものと考えられる。今後は、YckHの作用機作をさらに詳細に調

べ、C1化合物関連代謝の分子育種に適用可能な発現系を構築する必要があると考えている。 
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３．４ まとめ  

 

バイオコンバージョン技術の開発、並びに本技術の二酸化炭素固定効率、及び有機酸生

産効率の向上を目的として、糖類からの主要なエネルギー生成の高効率化、および菌体外

からの二酸化炭素の組み込み反応の効率化に関する要素技術について検討を実施した。  

 

３．２項では、糖類からのエネルギー生成の高効率化に関して検討を行った。生育制御に

関する基礎技術として、RITE 菌のゲノム解析及びプロテオミクス解析を行った。RITE 菌の

全ゲノム配列を最も近縁な株と比較した結果 200 kbを超える配列がRITE菌には存在しない

ことを見出した。また、糖類からのエネルギー生成において重要な役割を持つ解糖系酵素遺

伝子、及び TCA サイクル酵素遺伝子のゲノム上位置について解析し、幾つかのクラスター

を形成している可能性を示した。さらに、プロテオミクス解析によって、嫌気的条件下にお

ける酵素発現量を定量したところ、解糖系と TCA サイクルの酵素発現量が顕著に増加して

いることが認められた。 

糖類からのエネルギー生成系の高効率化に関する技術開発として、糖類取り込み系の効率

化について検討を行った。グルコースと二糖類（セロビオース）の取り込み制御機構につい

てゲノム遺伝情報に基づいた解析を行い、転写レベルで該機構が制御されていることを解明

した。エネルギー生成系の高効率化に関しては、解糖系鍵酵素である GAPDH について解析

を行った。ゲノム遺伝子情報によって、RITE 菌は二種類の GAPDH 有している可能性が示

された。また、嫌気性条件下に曝すことによって GAPDH 発現量が増加すること、及び本酵

素の活性は細胞内の NADH/NAD+ 比の増加やエネルギーレベルを示す ATP レベルの増加に

よって阻害されることが明らかとなった。実際に、糖類の代謝速度に及ぼす菌体内の酸化還

元バランスの影響を調べたところ、菌体内 NADH を他の酵素によって減少させること酸化

促進によって、糖類の代謝速度が増大することが認められた。 

さらに、実用化を視野に入れた連続的な糖類からの有機酸生成反応を試みたところ、RITE

菌は有機酸生成反応活性を一ヶ月間以上維持し、その間も高い転換率で糖類から有機酸を生

成することが認められた。 

  

３．３項では、炭酸イオン組み込み反応高効率化に関する技術開発として、ゲノム遺伝

情報をもとに遺伝子組み換え株を作製し、嫌気条件下におけ代謝経路の解析を行った。コ

ハク酸を選択的に生成する乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)破壊株においては、野生株と異な

り、ピルベートカルボキシラーゼの関与が示唆された。さらに、「CO2 組込機能を有する新

規微生物（酵素）の探索」を京都大学に再委託し、糖代謝と密接に関連したホルムアルデ

ヒド固定酵素の性質と遺伝子発現の調節について検討を行い、その酵素化学的性質を明ら

かにした。 
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第４章 国内動向調査  

 

４．１ 概要  

 

 本技術では、古紙由来の糖類から C3 化合物を経由して、CO2 を固定して C4 化合物とし

てコハク酸が生成される。現在コハク酸は、生分解性プラスチックの新たな原料として注

目を集めている。そこで、生分解性プラスチックを中心に、機能化学商品及び化学誘導品

としてのコハク酸の用途展開について調査を実施した。また、石油化学的およびバイオを

利用したコハク酸製造技術に関する特許について調査を行った。また、本技術による物質

生産の原料となる古紙について、利用可能量を中心として、国内の動向調査を実施した。 
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４．２ 国内の古紙の動向調査１，２） 
4.2.1 現況 

 我が国の 2002 年の紙・板紙生産量は 2001 年とほぼ変わらず、3,067 万ｔであった（図

4.2.1-1 参照）。2002 年の古紙の利用率は年間の平均では 59.6%であったが、６月に初めて

60%を越えた後、6 月から 12 月まで４ヶ月に亘って 60%を越えた（図 4.2.1-2）。日本製紙

連合会では 2000年度に 56%を目標に古紙利用率の向上を目指した取り組みを行い、57.1%
を達成した。さらに 2005 年に利用率 60%達成に向かって取り組みを進めていたが、早く

も達成できそうな勢いである。古紙の消費量は 2002 年に 1815 万ｔになっている。 
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図 4.2.1-1 日本の紙・板紙生産量、古紙消費量の年次推移１） 
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図 4.2.1-2 古紙利用率の年次推移 3) 
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 1998 年頃から、景気低迷により紙の使用量が頭打ちとなり、回収量が使用量を上回った

ために余剰古紙が蓄積し、古紙回収に支障を来したため、自治体が税金を投入して、ゴミ

として処分していた。しかしながら、余剰の古紙を安価に中国、東南アジアに輸出を始め

たことと、ちょうど中国、東南アジアの輸出が盛んになって、物資の輸送に使用する段ボ

ールが不足し、段ボール原紙の需要が増していたことが相まって、段ボール古紙の輸出が

増え、2001 年度には過去最高の約 180 万ｔに達した。輸出が盛んになった結果、現在は

国内の古紙の供給が不足し、逼迫感が出ている。 
 （財）古紙再生促進センターの資料によれば、古紙の価格は 2001 年秋から新聞古紙が

9.0 円/kg、雑誌古紙が 5.5 円/kg、段ボール古紙が 6.0 円/kg まで下がっていたが、2002 年

夏頃から段ボール古紙の値段が上がり始め、続いて雑誌古紙、新聞古紙が相次いで価格上

昇に転じている。特に古紙の逼迫感の強まりとともに、2003 年初頭には新聞古紙が 13 円

/kg､雑誌古紙が 8.0-8.5 円/kg、段ボール古紙が 8.5 円/kg にまで上昇している。価格の上昇

に伴って輸出量も2002年5月に月間24万 t輸出されたのを最高に、輸出量は減少を続け、

2003 年 2 月には月間 12 万ｔまでに半減している。このように最近まで古紙が入手できず、

紙を集めることができれば、どのような紙でも製紙原料に使用したいというほどの様相で

あったが、逼迫感は残るものの、古紙の需給は鎮静化に向かっている。 
 
4.2.2 古紙回収の限界に係る調査報告から原料古紙の推計 

 この様な状況の中、古紙回収の限界に係る調査が、平成１３年度、（財）古紙再生促進セ

ンターにより、国の補助金を受けて実施され、１４年３月に報告書がまとめられた４）。 
 この調査は古紙回収の限界値として様々な試算があるなかで、今後さらに古紙回収、利

用率の向上を目指す目標値の設定に資するために、紙・板紙の使用後の処理状況など、古

紙の回収限界評価の前提条件を見直して検討している。 
 調査の基本方針として、回収率の定義を明確にし、古紙として回収できるかという観点

と、原料として利用できるかという観点の２つの方向から、国内で消費されている様々な

品種の紙のそれぞれについて、検討を加えている。 
 古紙回収率とは「国内古紙の回収量」の「国内の紙・板紙の消費量」に対する割合とし、

ている。国内の紙・板紙の消費量は、国内メーカーの払出量と輸入量の和から輸出量を差

し引いた量であり、回収量は製紙メーカーへの入荷量と輸出量との和から輸入量を差し引

いた量としている。この計算の元となる数値は 2000 年の紙・板紙国内消費量を使用して

いる。 
 回収の可能性①としては、a. 回収困難なもの、b.回収されていないが条件が整えば回収

可能なもの、c.実際に回収されているものの３つに分類している。 
 原料としての利用可能性②は、a.材質・加工内容から製紙原料として利用可能なものと

b.利用が困難なものに大きく分けることができ、②a.についてはさらに②a-1 実際に製紙原

料として使用されているもの、②a-2 他用途で利用されているもの、②a-3 廃棄物として処
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理されているものに分類し、②ｂについては、②b-1 回収され、他用途で利用されている

もの、②b-2 廃棄物として処理されているものに分けることができるとしている。 
①-a 物理的に回収が困難であるもの 
 ここには建材として使用される工業用雑種紙、、建材原料などが分類される。また、使い

捨てを前提とするトイレットペーパー、ティッシュペーパー、紙おむつなどが含まれる。

この分類に該当するものは 256 万ｔである。 
①-b 廃棄物中に含まれる紙ゴミの量の推定 
環境省公表の数値から家庭系一般廃棄物中の紙ゴミ 1,000 万ｔ、事業系一般廃棄物中の

紙ゴミ 533.6 万ｔ、合計 1533.6 万ｔとした。 
①-c 現在回収されている古紙 
古紙の統計分類は(ｲ)上白・カード、(ﾛ)特白・中白・白マニラ、(ﾊ)模造・色上、(ﾆ)切符・

中更反古、(ﾎ)新聞、(ﾍ)雑誌、(ﾄ)茶模造紙、(ﾁ)段ボール、(ﾘ)台紙・地券・ボール・込新の

９種類に分けられ（表 4.2.2-2）、これはさらに主要銘柄 27 種類に分類される。この分類と、

紙・板紙の品種分類（表 4.2.2-1）とは一致しないため、どの品種の紙がどの古紙の品種に

属するかを示す統計データはない。 
 そこで、紙・板紙の品種ごとに回収率の推定を行なっている。 
 
表 4.2.2-1 2000 年の紙・板紙品種別消費量４） 表 4.2.2-2 2000 年の古紙品種別消費量 3） 

消費量（万ｔ）
新聞用紙 387
印刷情報用紙 1,155
包装紙 93
衛生用紙 172
雑種紙 110

紙小計 1,917
段ボール原紙 943
紙器用板紙 207
雑板紙 96

板紙小計 1,246
紙・板紙合計 3,163   

古紙品種 消費量（万ｔ）
上白・カード 10.3
特白・中白・白マニラ 7.6
模造・色上 166.9
切符・中更反古 27.9
新聞 428.2
雑誌 257.3
茶模造紙 26.5
段ボール 810.3
台紙・地券・ボール・込新 56.7  

 
4.2.3 紙の回収余地の推定 
(1) 新聞巻取紙 
 新聞用紙は主として機械パルプと古紙パルプで構成され、国内消費量は387万ｔである。

新聞古紙 441 万ｔにはチラシが含まれるためこの比率を 60:40 と仮定すると、回収量は

264.8 万ｔとなる。比率を 70:30 とすると回収量は 309 万ｔとなる。一方廃棄物中の新聞

紙の割合は統計上 227.3 万ｔから資源ゴミとして回収される分となる。 
(2) 印刷・情報用紙 
 印刷・情報用紙は主として化学パルプから製造され、古紙の酵素糖化の原料として適し

ている。国内消費量は 1,155 万ｔである。模造・色上・雑誌等として回収量が 488 万ｔ、
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新聞折込チラシ（消費量最大 195 万ｔ）の回収量 177 万ｔの合計 665 万ｔが回収されて

いる。回収余地として 490 万ｔが見込まれる。 
 一方廃棄物中の推定排出量は 427.7 万ｔから資源ゴミとして回収される分をのぞいた量

である。この両方を勘案すると、回収余地として約 400 万ｔが期待される。 
(3) 包装用紙 
 包装用紙は主として化学パルプが原料である。国内消費量は 93 万ｔである。回収余地

は 64 万ｔが見込まれる。産業廃棄物中の量からみた場合、最大 62 万ｔが見込まれる。 
(4) 衛生用紙 
 国内消費量は 172 万ｔあるが、全量回収不能である。 
(5) 雑種紙 
 建材用紙、積層板原紙、接着紙原紙、食品容器原紙、電気絶縁紙、書道用紙などの用途

で使用され、国内消費量は 110 万ｔである。これらは回収可能であっても使用困難なもの

もあり回収率は 10%と仮定している。回収余地は 63 万ｔと計上している。 
(6) 紙の回収余地の調整 
以上から計算結果を合計すると、古紙回収量は 965 万ｔとなり、一方古紙ハンドブック

2000 によると紙回収量は 956 万ｔで、回収量推計値が過大となっているため、一部の品

種について一律 10%の回収率に相当する量を差し引いて調整している。 
この結果、化学パルプを原料とする割合の高い印刷情報用紙が 494 万ｔ、包装用紙が 65

万ｔ、雑種紙が 68 万ｔの回収余地があると計算された。 
 
4.2.4 板紙の回収余地の推定 
次に板紙についても同様に検討されている。 

(1) 段ボール原紙 
 段ボール原紙の原料は殆ど古紙パルプである。国内消費量は 943 万ｔであり、回収量は

814 万ｔと推定されている。回収余地は 59 万ｔである。一方廃棄物から推定した値では

72 万ｔである。 
(2) 紙器用板紙 
 紙器用板紙の原料は殆どが古紙パルプである。紙器の主要な用途は印刷箱（液体食品、

化粧品、セッケンなど）、折りたたみ箱、食料品・雑貨・洗剤などの包装容器、厚手の印刷

物、上製本の表紙の芯などであり、国内生産量は 207 万ｔである。これらは「その他紙製

容器包装」として分別収集量が 3.5 万ｔ、「台紙・地券・ボール・込新」の一部として 41
万ｔ、計 46 万ｔと推計した。回収余地は 161 万ｔである。 
一方廃棄物からの推定値は 16 万ｔゴミとして廃棄されていると推計した。 
(3) 雑板紙 
 建材原紙、紙管原紙、台紙などで年間 96 万ｔ生産されている。回収量は 20 万ｔと推計

した。回収余地は、建材原紙など回収不能分を差し引いた残りの約 32 万ｔと推計した。 
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(4) 板紙の余地の誤差の調整 
 以上の計算から推計した古紙回収量は 880 万ｔであるが、2000 年の板紙の古紙回収量

は「古紙ハンドブック 2000」（（財）古紙再生促進センター発行）によると 878 万ｔであ

る。この誤差分を段ボール原紙の回収より差し引いて調整を行い、調整後の回収余地は段

ボール原紙 131 万ｔと推定した。 
 
4.2.5 製紙原料として利用困難なものの推定 
 古紙として利用困難なものとして、古紙再生工程や製品の性状上、混入が好ましくない

禁忌品がある。これらにはカーボン紙、ノーカーボン紙、ビニールなどの樹脂コーティン

グ紙、粘着テープなどがある。また、原料として使用できるが、回収困難なものとして個

人情報や機密保護の観点から回収になじまないもの、蔵書などに保管されるものなどがあ

る。 
禁忌品としてカーボン原紙年間 1.9 万ｔ、複写原紙 25.8 万ｔ、感熱紙 11.5 万ｔ、工業

用雑種紙 52.1 万ｔ、ワックスなどを含浸した段ボール原紙 9.4 万ｔ、紙管原紙 3.1 万ｔが

ある。 
 また材料リサイクル、固形燃料として使用されているものが全体の 26.4％あり、これら

には、未晒包装紙 1.4 万ｔ、両更クラフト紙 5.9 万ｔ、晒し包装紙 7.1 万ｔ、紙器用板紙

47.8 万ｔと推定した。 
 その他、表紙素材、装丁、食品などの内容物付着により再利用困難なものが 67.8 万ｔ、

機密保持などにより回収になじまないものが 18.6 万ｔ、蔵書として 5%が蓄積されるとし

て 47.8 万ｔ、包装容器、紙器用板紙の滞留 59.2 万ｔが回収不能であると推計している。 

また製紙原料として回収可能な分の一律 5%がゴミとして廃棄され、また粘着紙の剥離紙

も廃棄されるケースが殆どなので回収不能 9.7 万と推計している。 
 
4.2.6 紙・板紙の回収の推計まとめ 
 以上をまとめると、2000 年国内の紙・板紙消費量 3,163 万ｔの中で、①a 物理的に回収

できないもの 256.2 万ｔ、①ｃ回収され、利用されている古紙 1,833 万ｔ、回収されてい

ないもの 1,074 万ｔ、製紙原料として利用困難なもの 243 万ｔ、製紙原料として回収余地

のあるもの 831 万ｔ、製紙原料として利用可能だが回収困難なもの 36.7 万ｔ、製紙原料

として計算上回収余地のあるもの46.4万ｔ、製紙原料として回収可能性2,297万ｔとなる。

これを図に表すと、図 4.2.6-1 の様になる。 
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図 4.2.6-1 古紙利用の可能性４） 
 
 回収余地について、品種別にみると紙 364 万ｔの内訳は新聞用紙が 83.5 万ｔ、印刷・

情報用紙 270.3 万ｔ、包装用紙 10.4 万ｔ、雑種紙 0.2 万ｔである。 
 この調査報告書の結論として、古紙回収の限界は 2,297 万ｔ、72.6%としている。 
 
4.2.7 古紙糖化の原料のとして利用可能な量の推定 
 現在回収利用されている古紙 1,833 万ｔについては、すでに用途があり、これを利用す

ることは困難である。 
 製紙原料として一定の条件が整えば回収の余地のあるもの 364 万ｔについては、紙の用

途の開発が必要である。用途として段ボール原紙は、すでに最大限に古紙が利用されてお

り、これ以上古紙を消費することは困難であると考えられていた。しかし、段ボールや新

聞古紙は中国や東南アジアへの輸出という新たな用途が増えたため、輸出によって回収、

利用率を上げることができる可能性が出てきている。しかし、中国や東南アジアには米国

やヨーロッパから安価な古紙が輸入されているため、国内価格の上昇によって輸出は減り、

板紙を含めた一定の条件が整えば回収の余地のある464万ｔのすべてを吸収する用途にな

るとは考えにくい。 
 板紙以外の用途に古紙を利用するためには、白さや強度を要求されるため、単純に利用
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率を増加させることは困難であり、古紙を使用できるようにする技術開発が必要である。 
紙の一定の条件が整えば回収可能な364万ｔのうち多くはこのような技術開発を伴わずに

利用できる可能性があるが、現状で利用されていない理由を克服する必要がある。その理

由の１つとして、オフィス古紙のように禁忌品を多く含むために利用できない場合がある。 
 紙製品のうち禁忌品など製紙原料として利用困難なものは 243 万ｔである。これらのう

ち化学パルプを主原料とし、酵素による糖化の原料となり得る紙は少なくとも 84 万ｔあ

り、またこれらを含むために製紙原料としては利用されないオフィス古紙のようなものも

あえて分別することなく利用可能になると考えると、さらに多くの原料を見込むことがで

きる。オフィス古紙に占める禁忌品の割合を仮に 20%とすれば、84 万 x 4 = 336 万ｔの

禁忌品以外の紙を利用することができる。オフィス古紙の 10%が板紙であるとすると（42
万ｔ）、336 万ｔから 42 万ｔを差し引いた 294 万ｔの多くが紙として一定の条件が整えば

利用可能だが回収されていない 364 万ｔに含まれる。これは化学パルプが主原料である場

合が多いため、古紙糖化の原料として利用可能である。 
また機密保護の観点から回収になじまない古紙 37 万ｔについては、シュレッダーにか

けるなどの処理を施すと古紙回収、再生に向かないため、焼却処理されることが多かった

が、糖化の原料としてはむしろ好ましいため、集荷の方法を工夫することによって糖化に

利用することができる。 
また包装用紙 65 万ｔもクラフトパルプが主原料であり、古紙糖化の原料として利用可

能である。 
以上をまとめると、禁忌品を含むオフィス古紙 378 万ｔ、機密古紙 37 万ｔ、包装用紙

65 万ｔの合計 480 万ｔを糖化の原料として見込むことができる。 
 紙として再生利用するより、収益性が高いことが要件であるが、禁忌品や機密保持が理

由で回収、再利用されていない古紙については比較的容易に糖化の原料として回収利用す

ることができるのではないかと期待できる。 
 
1) 経済産業省「紙パルプ統計年報」および月報 
2) 日本製紙連合会「紙・板紙統計年報」 
3) (財)古紙再生促進センター(http://www.prpc.or.jp/)資料および「古紙ハンドブック」 
4) 「古紙の回収限界に係る調査報告書」2002 年 3 月（財）古紙再生促進センター 
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４．３ コハク酸の用途分野及び製造技術に関する特許調査                     

 
4.3.1 はじめに             
 コハク酸の用途分野としては、現在最も注目されている生分解性プラスチック原料用途

やコハク酸の機能化学品としての生活関連用途分野そして工業分野に於ける各種化学誘導

品へのプラットフォーム（誘導品製造原料）としての用途がある。                   

以下、それぞれについての調査概要を記す。 
 
4.3.2 コハク酸の用途分野 
(1) 生分解性プラスチック原料用途展開 
 コハク酸の用途のなかで今最も注目されている分野は代表的な生分解性プラスチックで

ある脂肪族ポリエステルの原料としての用途である。 
 汎用プラスチックは、生活必需品として、また工業材料として大量に市場に出回り、現

在の生産量は世界で約１億４０００万トン、日本で約１，５００万トンにのぼる。このう

ちの大部分が廃プラスチックとして排出され、通常埋め立てや焼却により処分されるが、

埋立地確保が困難になりつつあることに加えて、長期間環境中に残存して地球環境に大き

な負荷をかけること、焼却時にダイオキシンを発生させることが大きな社会問題となって

いる。 
 生分解性プラスチックの開発はこれらの問題を解決する目的で取上げられ、自然環境中

で分解し分解物が蓄積しないこと、汎用プラスチック同等又は近い成形加工性、物性を有

すること、汎用ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）ポリマーと同等のコストで

製造できること等を目標にして材料開発が進められている。最近では、再生可能資源を用

いることの重要性が認識され、バイオマス原料を用いる生分解性プラスチック製造技術が

注目されている。            
 生分解性プラスチックは、化学合成系、天然物系、微生物産生系の３種類に分けること

ができる。微生物産生系プラスチックは、有機原料に微生物を作用させて微生物体内に蓄

積したポリエステル微粒子を取り出してプラスチックとして利用するもので、ＩＣＩ社が

開発した３－ヒドロキシブチレートと３－ヒドロキシバリレートの共重合体が知られてい

る。このプラスチックは、生分解速度が速く、不透明、半硬質であり、融点と分解温度が

近いことから成形温度が狭く成形加工性に難点があると指摘されている。一時シャンプー

等のボトルに採用され市場に出たが、このプラスチックは現在販売されていない。 
 主な生分解性プラスチックを表 4.3.2-1 に示す。   
          
 
 
 

 300



 
 
 
 
   表 4.3.2-1 主な生分解性プラスチック 

分  類 高分子名 商品名 製造会社 製造能力（トン／年） 
ポリ乳酸 
 

NatuureWorks 
レイシア 

カーギル・ダウ 
三井化学 

１４０，０００ 

コハク酸系 
ポリエステル 
 
 
カプロラクトン 

ビオノーレ 
ルナーレ 
ユーベック 
エンポール 
セルグリーン 

昭和高分子 
日本触媒 
三菱ガス化学 
Ire Chemicsl 
ダイセル化学 

３，０００（→50,000） 
パイロット 
パイロット 
８，０００（→30,000） 
１，０００（→5,000） 

化学合成系 

芳香族系 Ecoflex 
Biomax 
Eastar Bio 

ＢＡＳＦ 
デュポン 
ｲｰｽﾄﾏﾝ ｹﾐｶﾙ 

 

天然物系 修飾澱粉 
澱粉／化学合成法 

コンポール 
Mater-Bi 

日本ｺﾝｽﾀｰﾁ 
Novamont 

パイロット 
８，０００（→20,000） 

微生物産生系 ﾎﾟﾘﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾞﾁﾚｰﾄ ビオグリーン 三菱ガス化学 １０ 

                              製造能力（ ）内は計画 
 天然物系生分解性プラスチックは構成成分である澱粉の成形加工に必要な可塑性が得ら

れず、澱粉のエステル化など原料に工夫を凝らし成形加工性と実用上必要な強度を確保し

ている。更にポリエステル、ポリビニルアルコール、ポリアルキレングリコール等のポリ

マーを加えた組成物が検討されている。澱粉系は発泡材料として、緩衝材、トレー等の実

用化が進んでいる。 
 化学合成系の代表的な生分解性プラスチックはポリ乳酸とコハク酸系ポリエステルであ

る。ポリ乳酸は生体内分解性を有し、生分解性プラスチックの開発が本格化したころには、

既に医用縫合糸として実用化されていた。ポリ乳酸は L－乳酸の直接脱水重縮合反応（三

井化学）または環状２量体（ラクチド）の開環重合反応（カーギル・ダウ）などにより合

成される。生分解性はコハク酸系に比べて遅く、その性質は透明で硬くて伸びが小さい。

ポリ乳酸の物性例を表 4.3.2-2 に示す。硬質系の各種資材、包装資材、日用雑貨等の分野に

向いており、特にカード分野で需要が伸びている。農業用マルチフィルム等には柔らかさ

と適度な速さの生分解速度が要求されるので適さない。カーギル・ダウ社はポリ乳酸を１

４万トンプラントで生産し用途拡大を図っている。三井化学はカーギル・ダウと提携し、

カーギル・ダウのポリマーを日本で販売するとともに独自のポリマー用途開発を進めてい

る。 
 
  表 4.3.2-2 ポリ乳酸（LACEA）射出品の物性 

  H-100J 
 (標準) 

M-151S 
  Q04 
 (耐熱) 

 M-151S 
  Q52 
 (耐衝撃) 

 
   PS 

 
  PET 

 
 ﾎﾓ PP 

 比重        〔kg/m3〕  1,260  1,380   1,320   1,050  1,400   910 
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 引張り強度  〔MPa〕     68     44      39      45     57    38 
 伸び率      〔%〕      4      3     220       3    300    50 
 曲げ強度    〔MPa〕     98     76      64      76     88    46 
 曲げ弾性率  〔GPa〕      3.7      4.7       2.4       3.0      2.7     1.7 
 ｱｲｿﾞｯﾄ衝撃強度〔J/m〕     29     43      65      21     59    30 

〔L〕     84     61      56     106    ﾛｯｸｳｴﾙ硬度 
〔R〕    115     92      91     108   100 

 ﾋﾞｶｯﾄ軟化温度〔℃〕     58    114     113      98     79   150 
 熱変形温度  〔℃〕   
    (0.45MPa) 

    55     66      57      75 
(1.82MPa) 

    67   120 

 光線透過率  〔%〕     94   －   －      90   －    － 
 コハク酸系ポリエステルは、コハク酸とジオール成分（１，４－ブタンジオールやエチ

レングリコールなど）の縮重合反応を基本とし、これに第３成分を加えて成形加工性、物

性等を調整している。コハク酸と１，４－ブタジオールの系で第３成分としてのアジピン

酸三元共重合体は融点、結晶化度が低下する結果、曲げ弾性率が低下して柔らかさが増す。

このように、コハク酸系ポリエステルでは、第３成分を添加したり構造を工夫することに

より様々な特徴を持たせたポリマーを造ることが可能である。カプロラクトンを共重合さ

せたもの、ジアリルカーボネートを縮合させたものなど多く検討されている。コハク酸系

の代表的なポリエステルは、国内では、昭和高分子のポリブチレンサクシネート、ポリブ

チレンサクシネート／アジペート、日本触媒のポリエチレンサクシネート、三菱ガス化学

のポリブチレンサクシネート／芳香族カーボネートなどである。 
 コハク酸系ポリエステルは PE や PP に似た柔らかさと伸びがあり、汎用プラスチック

で用いられる成形加工法で成形できる。ビオノーレの物性値を PE や PP との比較で表

4.3.2-3 に示す。生分解性試験結果によると、微生物分解速度はポリ乳酸に比べて速い。こ

のような特性から、コハク酸系ポリエステルは、農業、土木資材など自然環境中での使用

用途、軟質系の包装資材、日用雑貨の用途に適している。特に、しなやかさと所定期間内

での生分解性が求められる農業用マルチフィルムに適しており、需要の大きな伸びが期待

できる。 
 
     表 4.3.2-3 コハク酸系ポリエステル（ビオノーレ）の物性 

         PBS      PBSA 項目 
#1001 #1020 #1903 #3001 #3020 

  PP HDPE LDPE 

密度        〔g/cm3〕          1.26       1.23    0.9    0.95   0.92 
燃焼熱      〔kJ/g〕         23.6      23.9   43.9   46.0  46.0 
H.D.T.〔℃〕(0.45MPa)         97      69  145  110  88 
結晶化度    〔%〕       35～45    20～35   56   69  49 
融点         〔℃〕      114～115    93～95  164  130 108 
ｶﾞﾗｽ転移点   〔℃〕        -32     -45   +5 -120 -120 
MRF〔g/10min〕(190℃)    1.5   25    4.5    1.4   25 4(230℃)     2    2 
結晶化温度   〔℃〕   75   76   88   50   53   120   104   80 
曲げ弾性率   〔MPa〕  656  580  690  323  340  1370  1070  176 
引張降伏強度 〔MPa〕   32   34   39   19   19    31    27   12 
引張破断強度 〔MPa〕   57   21   35   47   34    44    39   35 
引張破断伸び 〔%〕  700  320   50  900  400   800   650  400 
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  現在、生分解性プラスチックは、ポリ乳酸、コハク酸系ポリエステルを中心に材料開発、

用途開発が進められている。ポリ乳酸とコハク酸系ポリエステルの性質と用途を表 4.3.2-4

にまとめた。 
表 4.3.2-4 ポリ乳酸とコハク酸ポリエステルの性質と用途 

項目 ポリ乳酸 コハク酸ポリエステル 
性質 微生物分解が遅い 

透明 
硬く伸びが小さい 

微生物分解が早い 
不透明 
柔らかく伸びがある 

用途 
 

硬質系の各種資材 
包装資材、日用雑貨 
繊維製品 

農業、土木資材など自然環境中での使用用途 
軟質系の包装資材 
環境負荷の低い日用雑貨 

 ポリ乳酸とコハク酸系ポリエステルの比較で最も大きな違いは、ポリ乳酸はポリスチレ

ン（PS）に似て硬くて伸びが小さいことに対し、コハク酸系ポリエステルは PE や PP に

似た柔らかさと伸びがある（図 4.3.2-1）。このような性質の違いから、ポリ乳酸は用途分

野の大きなフィルムに向かないのに対し、コハク酸系ポリエステルは用途分野の広い PE
や PP と同じ分野適性を有している。因みに、プラスチックの種類別生産比率は、ＰＥが

２３％、ＰＰが１８％、ＰＳが１０％であり、更に、農業分野で使用されるプラスチック

に限れば、PE、PP 合せて５０のシェアに対し、PS は６％である。コハク酸系プラスチ

ックは、ポリ乳酸に比べて大きな市場が期待できる。 
 生分解性プラスチックの現在の市場は国内で５，０００トン程度であり、当初期待され

た規模にまで成長していない。しかし、カーギル・ダウ社の大型プラント稼動が起爆剤と

なり、にわかに市場開発が活発になってきた。生分解性プラスチックの潜在市場は、合成

樹脂全体の３割程度ともいわれているが、生分解性プラスチック研究会は、２０１０年に

１００，０００トンとの需要予測を立てており（図 4.3.2-2）、今後の大きな伸びが期待で

きる。今後、生分解性プラスチックの市場を拡大するためには、汎用ポリマー並の製造コ

スト、物性の改良により汎用プラスチック同等用途まで範囲を拡大すること、エマルジョ

ン等新しい材料分野を開拓すること等の技術開発が必要である。  
 更に、バイオマス原料を用いた生分解性プラスチックに対する要求が高まっており、今

後、生分解性プラスチックの原料を化石資源由来のものから再生可能資源であるバイオマ

ス由来のものへ転換することが必要である。 
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グリーンプラの物性
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 図 4.3.2-2 生分解性プラスチックの国内市場推移 
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(2) 機能化学商品用途展開 
 コハク酸には皮膚の保湿効果と柔軟作用があり入浴剤として使われている。また、酸味

料として清酒、味噌、醤油等の食品に添加されている。殺菌作用があることから、食品の

保存剤、海苔処理剤への適用、ｐH 調整剤として養殖魚寄生虫駆除剤やインク添加剤とし

ての用途、窒素系臭気を中和することによる消臭効果を利用して、便器消臭剤、消臭効果

を持たせた吸水性樹脂添加剤等の提案がある。更に、着色原因物質の沈着抑制効果を利用

して、写真漂白剤、洗浄剤添加剤としても検討されている。樹脂の硬化剤、医薬原料とし

ても使用され、新たな提案も多い。 
  
   表 4.3.2-5 コハク酸機能化学商品用途一覧 

食品添加剤 清酒、食塩味増強 

浴用剤 泡入浴剤 

洗浄、漂白、消臭 商業ランドリー洗浄剤、皮膜型洗浄剤、写真漂白剤、尿石防止剤、便器用固型消臭剤、消

臭性のある吸水性樹脂、かび取り剤 

病害、腐敗防止 養殖魚寄生虫駆除、海苔処理剤、食品保存剤 

有機材料原料 ポリエステル樹脂、メラミン樹脂硬化剤 

その他 皮膚化粧料、ﾍﾑﾀﾝﾊﾟｸ質安定剤、口腔組成物、蛍光変色防止剤、ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｲﾝｸ固定液、

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用ｲﾝｸ、ｺﾝｸﾘｰﾄ改質剤、犬猫用忌避剤、廃水処理剤 

   
 ２００１年の国内のコハク酸生産能力は１０，０００トン、生産量は約４，０００トン

である。用途としては食品用と工業用がそれぞれ１，５００トン、入浴剤、医薬、その他

が１，０００トンである。メーカーは、川崎化成、日本触媒、三井武田ケミカル、理研化

学の４社である。 
 
(3) 化学誘導品展開 
① はじめに 
 平成１４年１２月に閣議決定された「バイオマス・ニッポン総合戦略」に掲げられてい

るように、持続可能型社会の早期の実現が強く求められている。 
我々の日常生活は各種のエネルギーや化学製品による恩恵を受けているが、これらは殆ど

全て化石資源によるものである。持続可能型社会の実現とは化石資源依存社会から脱却し

バイオマス等の再生可能資源からのエネルギーや化学製品に取り囲まれた社会の実現であ

る。化学製品について云えば化石資源による「石油リファイナリー」から、バイオマスを 
原料にして、多種多様な有用物質を体系的に生産する「バイオ・リファイナリー」の構築 
を行なうことである。「バイオ・リファイナリー」の構築は石油資源の使用量削減は勿論の

こと地球温暖化防止対策や我国の新規産業創製にも資することになる。 
 米国に於いては１９９９年８月の「バイオ製品とバイオエネルギーの開発と促進」に関

するクリントン前大統領令は翌年具体的基本政策（Biomass Research and Development 
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Act of 2000. , http://www.bioproducts-bioenergy.gov/pdfs/Public_Law_106-224.pdf）とな

って発表され、ブッシュ政権に於いても継続されており 
（Roadmap for Biomass Technologies in the United States. 2002/12 , 
 http://www.bioproducts-bioenergy.gov/pdfs/FinalBiomassRoadmap.pdf、) 
バイオマス利用技術開発研究への強力な政策支援が実施されている。 
バイオ製品に関しては、糖類からのコハク酸製造技術をＤＯＥ（米国エネルギー省）が 
バイオリファイナリー構築の中核技術になるものとして推進して来ている。 
（2002/1 月発表の Commercialized Succinic Acid Manufacturing Process to Support 
Lower-Cost Bioproducts. http://www.oit.doe.gov/cfm/fullarticle.cfm/id=571  参照 ） 
 
② バイオリファイナリーとコハク酸 
 バイオリファイナリー構築には、バイオマス原料から多種多様な製品が生産される技術

の体系化が必要である。石油リファイナリーでＣ１製品～Ｃｎ製品（ポリマー）までの多

種多様な製品が生産されている如くバイオリファイナリーでも多くの製品群を製造する技

術開発が必要である。具体的にはバイオ変換技術によるＣ１製品（メタン醗酵）、Ｃ２製品

（エタノール、酢酸等）、Ｃ３製品（乳酸、３－ヒドロキシプロピオン酸、アクリル酸、ア

クリロニトリル、アセトン、1，3-プロパンジオール）等の製造技術が挙げられる。Ｃ４製

品として挙げられるのがコハク酸である。コハク酸からは同じく多くのＣ４製品誘導体が

製造できるので、バイオリファイナリーにおけるＣ４製品誘導体展開プラットフォームと

して注目される由縁である。 
 バイオリファイナリーを構築する技術としては、狭義にはバイオマス原料物質を有用物

質に変換する生化学的反応技術（酵素反応、生物反応）と解されるが広義にはバイオマス 
原料物質を有用物質に変換する熱的、化学的反応を含むあらゆる変換技術も含まれる。 
糖類から微生物代謝機能を利用して生産されるコハク酸の誘導品展開には化学的変換技術 
を利用することになるが、石油リファイナリーとは原料系―生成系が異なり石油リファイ

ナリーで確立された技術以外にもバイオリファイナリ特有の化学的変換技術開発を行う必

要がある。例えばコハク酸→無水マレイン酸変換（Sanjay K.. et al,Ind.Eng.Chem.Res. 
1996,35,663-671) やコハク酸→アジピン酸へのホルミル化反応による増炭変換（Dake S., 
et al., Ind. Eng. Chem. Res.26:1513-1518)等の技術である。 
 
③ コハク酸からの化学誘導品展開 
 図 4.3.2-3 にコハク酸より誘導される化学製品の全体図を示した。（J.G.Zeikus, et al., 
Appl.Microbiol. Biotechnol.(1999)51:545-552)  
コハク酸より現在は石油リファイナリーで生産されている各種の市場規模の大きな汎用化

学製品が製造できることが判る。 
a. テトラハイドロフラン 
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 各種樹脂や印刷インキの溶剤、合成原料として国内需要量は約４万トン。 
b. １，４－ブタンジオール 
 エンジニアリング樹脂（ポリブチレンテレフタレート）、生分解性プラスチック（ポリブ

チレンサクシネート）やポリウレタン樹脂のジオールモノマー成分として使用されている。 
石油化学製法としては、アセチレンからのレッペ法、ブタジエンを使用する三菱化学法や 
マレイン酸ジエチルの水素化水添法などがあり、国内生産能力は７～８万トン／Ｙである。 
c. コハク酸ジエステル 
 脱脂溶剤、脱ペイント溶剤としてハロゲン系溶剤の代替用途分野。 
d. 無水マレイン酸 
 不飽和ポリエステル樹脂用原料として大きな用途市場を有する。（国内生産量：約１３万

トン／Ｙ） 
e. 石油化学製法としては、ベンゼン酸化法、ブタジエン・ブテン酸化法そして 
ブタン酸化法等がある。 
f. γ―ブチロラクトン 
 樹脂用溶剤、塗料除去剤用途。石油化学製法は１，４-ブタンジオールの脱水素化反応。 
g. Ｎ－メチルピロリドン 
 環境汚染問題が懸念されるメチレンクロライド溶剤の代替溶剤として注目されている。 
現在の市場規模は８０００ｔ／Ｙ程度であるが、メチレンクロライド市場は約１０万トン

／Ｙ。γ―ブチロラクトンとモノメチルアミンとの反応で合成される。 
h. アジピン酸 
 アジピン酸はＣ６製品であるが、コハク酸ルートの合成法が研究されている。(Dake S 
et al.,Ind.Eng.Chem.Res.,26:1513-1518) アジピン酸はナイロン原料として市場も大きい。 
化学的製法はベンゼン→シクロヘキサノール→硝酸酸化法で製造されている。 
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図4.3.2-3　コハク酸からの化学誘導品展開
 

 
 
 
④ バイオリファイナリーへのＲＩＴＥバイオ変換技術の適用 
 微生物機能を用いる従来のバイオ変換技術は、微生物の増殖に伴う物質生産技術である

為、実用プロセス技術として種々の課題が指摘される。具体的には、増殖には大きな空間

容積が必要であり大型反応槽を使用するバッチ反応もしく多槽連続反応方式となる。そし

て物質生産速度は増殖速度に依存し、反応槽内の微生物菌体密度が高くできない為、反応

槽容積当たりの生産性即ちＳＴＹ（SpaceTime Yield)が低くなることである。また、物質

収支的には増殖に栄養源（増殖エネルギー源、例えばバイオ変換原料にもなる糖類等）が

必要なため原料原単位の低下をもたらす事となる。 
 ＲＩＴＥバイオ変換技術は微生物の増殖を抑制した場での物質変換を可能にした技術で 
あるので上記諸問題点が解決できる。（生命活動は維持） 
これらのことを模式図として示したのが図 4.3.2-4 である。 
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従来のバイオプロセス

増殖

RITEバイオプロセス

低生産性

　・増殖に伴う物質生産（バッチ反応）

　・反応時間は増殖時間に依存

　・増殖の為の大空間容積（大型反応槽）

増殖エネルギー必要（糖収率が低下）

高生産性

　・非増殖物質生産（連続反応）

　・高密度充填菌体による物質生産

　・増殖の為の空間不要（小型反応槽）

増殖エネルギー不要（糖収率の向上）

 
図 4.3.2-4 ＲＩＴＥ バイオプロセスの特徴 

 
 
⑤ コハク酸及びその誘導体製品へのＲＩＴＥバイオ変換技術の適用スキーム図 
 上述のＲＩＴＥバイオ変換技術を用いれば従来のバイオ変換技術よりも高い生産性と効

率でコハク酸及びその誘導体を生産することが出来る。その適用スキーム図を示したもの

が図 4.3.2-5 である。 
槽内に高密度に充填されて反応に与かる微生物は、目的生産物（本図の場合はコハク酸）

への代謝経路が高い選択性で発現すべく組換えられている場合でも上述のＲＩＴＥ技術の

特徴は維持されるので高効率の生産方法となり、又、反応生成物の分離精製も容易となる。 
反応槽からの菌体と生成物溶液との分離は膜分離等の方法でなされ、回収された菌体は反

応槽に戻され連続使用されるので長期の連続反応プロセスを組み立てることが出来る。 
なお、今まで述べてきたＲＩＴＥバイオ変換技術の特徴は微生物としてコリネ型細菌を用

いているところに基因するが、組換え技術により他のＣ２，Ｃ３製品向けの改良微生物を 
創製すればＲＩＴＥバイオ変換技術はバイオリファイナリーに於ける汎用的な技術となる

ものである。 
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ファインケミカル製品

工業溶剤

ポリマー原料

等

 

連続
反応槽

高密度菌体

図 4.3.2-5 ＲＩＴＥバイオ変換技術のコハク酸及びその誘導体生産スキーム 
 
4.3.3 コハク酸製造技術に関する特許調査 

(1) 特許調査方法 
 特許調査は、特許庁 HP の電子図書館を利用し実施した。公開特許公報フロントページ

検索及び公報テキスト検索よりコハク酸製造に関わる特許を調べた。 
 
(2) 石油化学合成法 
 コハク酸製造法は二つの方法に大別される。 
① 原料のマレイン酸もしくはフマル酸水溶液と貴金属触媒を加圧反応容器に仕込み、ここ

に常圧又は加圧下（５～３０ｋｇ／ｃｍ2 程度）で水素を導入して、８０～１２０℃程度

に加温して水素化反応させ、得られたコハク酸含有反応液をろ過し触媒を分離除去した後、

冷却してコハク酸を晶析させる。 
② 無水マレイン酸を無溶媒または有機溶媒中で貴金属又はＮｉ系合金触媒のもとで水素

化（反応条件は上記コハク酸の場合とほぼ同じ）後、無水コハク酸を水和してコハク酸水

溶液とし、この水溶液からコハク酸を晶析させる方法。石油化学合成法コハク酸製造ルー

トを図 4.3.3-1 に示す。 
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マレイン酸
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酸化

酸化

 酸化物触媒
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 水和

 

 水素化

貴金属触媒

 水素化

  酵素法醗酵法

  醗酵法

水溶解

異性化（化学法、酵素法）

酸化物触媒

               図 4.3.3-1 コハク酸の製造ルート 
  
 石油化学合成法コハク酸の製造技術上の課題としては、水素化触媒ライフとコハク酸水

溶液からのコハク酸晶析と精製工程の効率化が挙げられる。これらに関連する特許を表

4.3.3-1 に示す。 
 
   表 4.3.3-1 石油化学合成法コハク酸及び無水コハク酸製造特許一覧 
   コハク酸 
特許番号 （出願人） 技術の特徴（発明の名称・内容） 

特開平０９－０９５４６４ 

       （日本触媒） 

コハク酸の製造方法 

無水コハク酸をコハク酸の融点（１８８℃）以上の温度で水和する。水の使用量を飛躍的

に減少させる。 

特開平０９－０３１０１１ 

       （日本触媒） 

コハク酸の製造方法 

マレイン酸の接触水素化反応で、反応系の気相中の一酸化炭素濃度を ２０００ppm以

下にする。長時間にわたり、同一触媒を用いて高収率の製造が維持できる。 

特開平０７－０２５８１５ 

       （日本鋼管） 

脂肪族ジカルボン酸の製造方法 

シクロアルキル置換芳香族炭化水素を液相にて酸素酸化して芳香族カルボン酸と脂肪

族ジカルボン酸を製造する。 

特公平０６－０１１７２４ 

    （川崎化成工業） 

コハク酸の製造法 

触媒の被毒を防止するため、原料の無水マレイン酸またはマレイン酸を予めイオン交換

樹脂で処理してから水素化反応させる。 

特公平０６－０１１７２５ 

    （川崎化成工業） 

コハク酸の製造方法 

触媒の被毒を防止するため、原料の無水マレイン酸またはマレイン酸を予め活性炭で

処理してから水素化反応させる。 

   無水コハク酸 
特開２００２－００３４８４

      （新日本理化）

無水コハク酸の製造方法 

無水マレイン酸をルテニウム触媒を用いて、γ―ブチロラクトン溶液中で水素化反応を

行わせる。安全かつ効率良く生産できる。 

特開平１０－２０４０７４ 

       （バイエル） 

無水コハク酸を製造する方法 

Ⅳ及び／又はⅤの１種又は１種以上、鉄属の１種又は１種以上、Al、Si及び炭素から成

る群からの１種又は１種以上のそれぞれを含む組成の成形体触媒上で１０～４００バー

ルＨ2圧力下で連続的に無水マレイン酸を水素化反応させる。 

特開平０８－２４５６１１ 

       （バイエル） 

無水琥珀酸の製造方法 

鉄属の１種又は１種以上、Ⅵの１種又は１種以上、Al、Si、炭素から成る群からの１種又

は１種以上のそれぞれを含む組成の成形体触媒上で５０～４００バールH2圧力下で連
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続的に無水マレイン酸を水素化反応させる。 

特許第３１０７７２９号 

       （バイエル） 

無水こはく酸の製造方法 

無水マレイン酸に予め無水コハク酸を混合し、無水コハク酸の融点以上の温度で、１０

～１５０バールH2圧力下で水素化反応を行わせる。 

 
(3) バイオ合成法 
 工業生産されているバイオ合成法有機酸は、乳酸、アミノ酸等のごく一部に限られてい

る。コハク酸のバイオ合成法は開発段階にあり近年いくつかの提案がある。コハク酸のバ

イオ合成法及び関連する特許を表 4.3.3-2 に示す。 
 コハク酸バイオ合成法に関する特許は、反応条件特定と組換え微生物によるコハク酸生

成反応技術、そしてコハク酸塩水溶液からのコハク酸分離と精製技術に分けられる。 
 反応条件に関わる技術としては、好気的条件下で培養した微生物菌体を嫌気的条件下で

有機原料に作用させてコハク酸等の有機酸を効率的に合成する方法等の検討がある。用い

られる微生物菌体は、アミノ酸生産等で広く用いられているコリネ型細菌（コリネバクテ

リウム・グルタミクム、ブレビバクテリウム・フラバム等）や大腸菌などであり、組換え

微生物の創製では、コハク酸への代謝経路を強化する酵素系が検討されており、ピルビン

酸カルボキシラーゼ、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ、フマラーゼ等の遺伝

子組換えコリネ型細菌が提案されている。 
 反応液からのコハク酸回収方法については、例えば、コハク酸塩水溶液を反応液からろ

過膜によって分離したのち、電気透析を用いてコハク酸を中和反応に用いられた塩基成分

と分離し回収する方法、または、陰イオン交換クロマトグラフィーを用いて、反応液から

コハク酸アニオンを吸着し酸で溶離してコハク酸を回収する方法等が提案されている。し

かし、反応液からコハク酸を回収する技術の検討は十分ではなく、バイオ合成法コハク酸

を工業化する場合には、効率的なコハク酸回収技術の開発が必要となる。 
  
  表 4.3.3-2 バイオ合成法コハク酸製造特許一覧 
   合成    
特許番号 （出願人） 技術の特徴（発明の名称・内容） 

特開２００２－２９１４７７

       （三菱化学）

フマラーゼをコードするＤＮＡ及びその利用 

フマラーゼ活性を有するDNAを導入したコリネ型細菌を提供。これを用いることによ

り、フマル酸、コハク酸を効率良く製造できる。 

特表２００３－５１２０２４

（ﾋﾞｰｴｰｴﾌｴﾌｱｸﾃｪﾝｹﾞ

ｾﾞﾙｼｬﾌﾄ） 

ホスホエノールピルビン酸：糖ホスホトランスフェラーゼ系タンパク質をコードするコリ

ネバクテリウム－グルタミカム遺伝子 

ホスホエノールピルビン酸：糖ホスホトランスフェラーゼ系タンパク質をコードするコリ

ネバクテリウム－グルタミカムから単離された核酸分子、及びこれを用いて所望化

合物の製造を改善する方法を提供する。 

特表２００２－５１１２５０

（ｻﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｵﾌﾞ ｼﾞｮ

ｰｼﾞｱ ﾘｻｰﾁﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ, ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｨﾄﾞ） 

微生物におけるオキサロ酢酸由来生化学物質の生産増強のためのピルビン酸カル

ボキシラ－ゼの過剰発現 

遺伝子組換ピルビン酸カルボキシラーゼを用いて、オキサロ酢酸に向かう炭素の流

れを増大し大量の生化学物質の産生を増強する。 
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特表２０００－５１５３８９

（ﾛｯｷｰﾄﾞ ﾏｰﾃｨﾝ ｴﾅｼﾞ  

ｰﾘｻｰﾁ ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ）  

ジカルボン酸の生産方法 

好気的雰囲気でカルボン酸生産生物を増殖させた後、嫌気的雰囲気に変換して代

謝させるプロセスを提案。カルボン酸生産生物は大腸菌、乳酸桿菌。 

特開平１１－１９６８８８ 

       （三菱化学）

ピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子組み換え菌体による有機酸の製造方法 

ピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子組換コリネ型細菌を嫌気的に有機酸に作用させ

コハク酸等有機酸を製造する。 

特開平１１－１９６８８７ 

       （三菱化学）

ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子組み換え菌体による有機酸の製

造法 

ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子組換コリネ型細菌を嫌気的に有

機酸に作用させ、効率良く、高収率でコハク酸等有機酸を製造する。 

特開平１１－１１３５８８ 

       （三菱化学）

含酸素化合物の製造方法 

コリネ型細菌を嫌気的に有機酸に作用させ、効率良く、高収率でコハク酸等含酸素

化合物を製造する。 

特表２０００－５００３３３

（ｻﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ｵﾌﾞ ｼｶ  

ｺﾞ） 

高いコハク酸産生を有する突然変異E.コリ菌株 

ピルベート異化作用を有する突然変異E.コリ菌株を創生する方法。 

特開平０５－０６８５７６ 

       （三菱油化）

コハク酸の製造法 

フマル酸にブレビバクテリウム属のコハク酸生成活性有する微生物菌体を作用さ

せ、コハク酸に変換させる。 

特公平０７－０３８７９５ 

（ｼｰ･ﾋﾟｰ･ｼｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮ  

ﾅﾙ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ） 

嫌気性発酵によりコハク酸を製造する方法 

サクシナート生産菌を用いてコハク酸を製造する方法であり、適正な原料濃度、培地

のｐHを提案。ｐH調整のため、カルシウムイオンを加える。生産菌はアナエロビオス

ピリルム－サクシニシプロデユセンス。 

   精製 
特表２００２－５０５３１０

（ﾐｼｶﾞﾝ ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ）        

陰イオン交換クロマトグラフィーを使用した有機酸の精製 

カルボン酸を含む溶液からカルボン酸アニオンを陰イオン交換樹脂に吸着させたの

ち、酸で溶離してカルボン酸を回収する。 

特表２００１－５１４９００

（ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ ｶｰﾎﾞｹﾐｶﾙ

ｽﾞ） 

コハク酸の製造方法および精製方法 

醗酵で製造されたコハク酸アンモニウムと硫酸イオンを反応させてコハク酸を回収す

る際生成する硫酸アンモニウムを熱分解して再利用する。コハク酸をメタノールに溶

解し硫酸アンモニウムと分離する。 

特開平１０－３０５２１７ 

（ｱｰﾁｬ､ﾀﾞﾆｭｱﾙｽ､ﾐﾄﾞﾗﾝ

ﾄﾞ､ｶﾑﾊﾟﾆ） 

塩の電気透析のための装置および方法 

例えば、発酵法で製造した有機酸塩を電気透析操作により酸と塩基に転化する装

置および方法を提供する。 

特表２００１－５１８００３

（ﾀﾞﾆｽｺ･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ･ｵｰﾜ

ｲ） 

クロマトグラフ疑似移動床プロセスによる溶液分別方法 

クロマトグラフ疑似移動床プロセスによる、例えば有機酸含有発酵汁等溶液の分別

方法を提供する。 

特開平０９－１３５６９８ 

   （サイエンス糖化） 

   （トクヤマ） 

有機酸の製造方法 

発酵法で製造した有機酸を電気透析処理し、その後キレート樹脂処理を行い、更に

水分解電気透析を行って有機酸とアルカリを回収する方法を提供する。 

特開平１０－０３６３１０ 

        （トクヤマ）

有機酸の製造方法 

バイポーラ膜電気透析で酸室に有機酸塩溶液を供給する際、有機酸塩溶液に固体

の有機酸塩を追加溶解して電気透析を行い、飽和溶解度以上の有機酸溶液を得

る。 

特許第３３３７５８７号 

        （トクヤマ）

有機酸の製造方法 

バイポーラ膜電気透析で、塩基室に有機酸の弱塩基塩含有溶液を供給し、酸室に

強酸又は水中で解離する塩を含有する溶液を供給して電気透析を行う。 

特表平０９－５００６４９ 

（ｴｰ､ｲｰ､ｽﾃｰﾘｰ､ﾏﾆｭﾌ

ｧｸﾃｭｱﾘﾝｸﾞ､ｶﾝﾊﾟﾆｰ） 

有機酸の回収方法 

水／鉱酸／水及び有機酸水溶液混和性酸素化溶媒（ヘキサノ－ル）からなる混合

液と鉱酸酸性有機酸水溶液を接触させることにより、有機酸水溶液から有機酸を抽

出する方法を提供する。 

特許第２８７２７２３号 

（ﾐｼｶﾞﾝ･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･

ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ） 

コハク酸の製造及び精製方法 

コハク酸塩含有培地を電気透析にかけてコハク酸塩を回収したのち、水分解電気透

析でコハク酸に転化し、更に、強酸性イオン交換体を通して、コハク酸から不純物を

除去する。 
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第５章 結び  

 

５．１ 研究成果のまとめ  

 

5.1.1 古紙等から糖類を生産する技術の開発  

古紙の糖化技術として、環境負荷の少ない酵素糖化技術の確立を目指し、経済性を重視

した糖化技術の開発を行っている。酵素糖化を容易にするための前処理技術の開発と酵素

分解による糖類生成技術に関する検討を行った。 

古紙の酵素糖化を容易にするための前処理技術として、古紙の糖化効率に及ぼす紙の原

料の樹種（針葉樹、広葉樹）ならびに製造工程（クラフト、メカニカルならびに晒し処理

の有無）の影響について検討を行った。クラフトパルプの場合、広葉樹材では晒し工程の

有無に関わらず、糖化が可能であったが、針葉樹材では未晒しの場合に糖化効率が低下し

た。メカニカルパルプは晒し工程を経ても糖化率が極めて低いことが示され、残存するリ

グニン類が酵素反応の阻害要因となっていることが考えられた。また、古紙再生の禁忌品

を含むため、回収率の低い MOW（ミックスオフィス古紙）についての利用可能性につい

て検討した。禁忌品である粘着紙、粘着紙の剥離紙、ノーカーボン紙、感熱記録紙のいず

れも約 60％の糖化率を示し、酵素的な糖化が可能であることが示され、MOW の酵素糖化

が可能であることが認められた。さらに、業務用として販売されている安価な界面活性剤

を用いて糖化効率の向上を検討したところ、非イオン性界面活性剤、および両性界面活性

剤によって糖化が促進された。 

また、酵素分解による糖類生成技術に関する検討を行った。 

古紙糖化に適した酵素の選択に関しては、セルラーゼ生産株のセルラーゼ生産性の向上、

セルラーゼの混合による糖化の高効率化、好アルカリ性菌のセルラーゼの機能改変につい

て検討を行った。昨年度古紙糖化活性の点から選抜した４株のセルラーゼ生産株のセルラ

ーゼ生産性の向上を培地条件の改変によって試みた。その結果、セルラーゼ活性の増加が

認められ、中でも糖化が困難な結晶性セルロースを分解可能なアビセラーゼ生産性が増加

し、古紙糖化速度向上に対し有効な結果が得られた。また、セルラーゼの混合による糖化

反応の高効率化について検討を行ったところ、最大で約 1.5 倍の相乗効果が認められ、糖

分解酵素のファミリーが異なるセルラーゼの混合によって、相乗効果が高まる可能性があ

るといった知見も得られた。さらに、昨年度選抜した、セルロースの分解に有利なアルカ

リ性条件下で増殖する好アルカリ性菌 Aeromonas No.212 株に関する検討を行い、キシラナ

ーゼ、及びエンドグルカナーゼ遺伝子のクローニングに成功した。そして、該株のエンド

グルカナーゼ AEC1にアラゲカワラタケのセロビオハイドラーゼ(CMCase)のセルロース結

合ドメインを付加することによって酵素機能を改変し、結晶性セルロースの分解能の賦与

を試みた。その結果、結晶性の高いアビセルにも活性を示すことが認められ、機能改変に

よる分解能の賦与に成功した。一方で、古紙糖化酵素分解による糖類生成技術の実用化に

 314



即して、スケールアップした酵素反応槽を用いて PPC 紙の糖化を試みた。その結果、反応

中の攪拌が糖化を促進し、1％の上質紙をほぼ９時間で完全に糖化できることが認められた。

また、生成物の濃度が約 2％を越えると糖化反応阻害が起こるため、生成物濃度を制御可

能な反応槽の設計について検討を開始した。 

菌体外セルロース分解酵素系であるセルロソームに関する基礎研究については、米国

RITE カリフォルニア大分室で実施中である。今年度は Clostridium cellulovorans の生成す

るセルロソームの MiniCbpA1, 6, 9 のキシラナーゼ(XynA)、及びエンドグルカナーゼ(EngM)

への結合特性について検討を行い、各々が異なる結合特性を有しているという知見を得た。

また、XynA、及び EngM を含むミニセルロソームと、セルロソーム酵素では無い ArfA に

よるコーン繊維の分解を試みたところ、同時もしくは連続的に ArfA と XynA を糖化に用

いることによって、相乗効果が生じること認められた。さらに、C. cellulovorans のセルラ

ーゼおよびヘミセルラーゼ遺伝子の発現調節について mRNA レベルでの解析を行い、セル

ラーゼ発現に糖類の存在が影響する知見を得た。 

 

5.1.2 バイオコンバージョン技術の開発  

前年度において、研究を推進するための強力な情報である RITE 菌（Corynebacterium 

glutamicum R）の全ゲノム配列を決定した。このゲノム遺伝情報をベースとして新規バイ

オコンバージョンプロセスの研究開発を実施している。 

ゲノム遺伝情報をもとに、糖類からのエネルギー生成に関わる解糖系酵素遺伝子、及び

TCA サイクル酵素遺伝子のゲノム上の位置について解析を行ったところ、該遺伝子が幾つ

かのクラスターを形成している可能性が示された。また、プロテオミクス解析によって、

好気および嫌気条件下における特異的発現タンパク質を比較分析したところ、嫌気条件下

において、幾つかの解糖系酵素の発現量が増加していることが認められた。クラスターの

可能性がある遺伝子群と嫌気条件下で発現量が増加している酵素群との関連性が見られる

ことから、嫌気条件下ではダイナミックに転写抑制が解除されている可能性が示唆された。

分子生物学的手法による嫌気条件下におけるエネルギー生成の高効率化に有効な知見が得

られた。 

糖類からのエネルギー生成系の高効率化に関する技術開発として、糖類取り込み系の効率

化について検討を行った。グルコースと二糖類（セロビオース）の取り込み制御機構につい

てゲノム遺伝情報に基づいた解析を行い、転写レベルで該機構が制御されていることを解明

した。この知見は、数種の糖を含む古紙由来糖類の利用に関して極めて有用な結果である。

また、エネルギー生成系の高効率化においては、その鍵酵素となる解糖系酵素のグリセルア

ルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ（GAPDH）に関する解析を行った。RITE 菌を嫌気性条

件下に曝すことによって該酵素の発現量が増加すること、及び該酵素の活性が NADH/NAD+ 

比の増加によって阻害されることを解明した。実際にエネルギー生成系の高効率化として、

菌体内 NADH/NAD+ 比の低下を試みたところ、糖類の代謝速度が増大することに成功した。
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さらに、解糖系の他酵素の阻害、及び促進効果を検討することによって、糖類の代謝速度を

より増大することが可能であるといえる。 

さらに、実用化を視野に入れた、連続的な糖類からの有機酸生成反応に関する検討を行っ

た。反応に必要な大量な菌体を得るための高密度培養の検討を行い、20 時間で 240 g-wet 

cell/L の高濃度の菌体を短時間で培養することに成功した。また、連続反応に必要な菌体と

生成物分離システムの検討を行ったところ、RITE 菌を含む反応液は中空糸膜によって容易

に菌体と生成物を含む濾液に分離できることが示された。そして、連続的な有機酸生成反応

を試みた結果、RITE 菌は有機酸生産活性を一ヶ月間以上維持し、その間も高い転換率で糖

類から有機酸を生成することが認められ、本バイオコンバージョン技術の実用化に対する高

いポテンシャルが示された。 

  炭酸イオン組み込み反応の高効率化に関する技術開発として、昨年度に引き続き、ゲ

ノム遺伝情報をもとに作製した遺伝子組み換え株を用いて、嫌気条件下における炭酸固定

代謝経路の解析を行った。昨年度、嫌気条件下における RITE 菌の炭酸固定反応はホスホ

エノールピルベートカルボキシラーゼ（PEPC）にほぼ全て依存していることを見出したが、

乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)を破壊した組み換え RITE 株では、ピルベートカルボキシラー

ゼ（PC）が炭酸固定に関与することが認められた。 

 

5.1.3 国内動向調査 

本技術による物質生産の原料となる古紙について、利用可能量を中心として、国内の動

向調査を実施した。また、本技術では、古紙由来の糖類から C3 化合物を経由して、CO2

を固定して C4 化合物としてコハク酸が生成される。現在コハク酸は、生分解性プラスチ

ックの新たな原料として注目を集めている。そこで、生分解性プラスチックを中心に、機

能化学商品及び化学誘導品としてのコハク酸の用途展開について調査を実施した。また、

石油化学的およびバイオを利用したコハク酸製造技術に関する特許について調査を行った。 

 我が国の紙・板紙生産量は、ここ数年間 3000 万トン強で横這いとなっている。平成１４

年の古紙利用率は初めて６月に 60％を越え、古紙の使用量も年間 1800 万トンとなった。 

禁忌品を含むオフィス古紙は、378 万トン、機密古紙 37 万トン、包装用紙 65 万トンの合

計 480 万トンであり、糖化原料として利用が可能であること確認された。禁忌品や機密保

持が理由で回収、再利用されていない古紙を糖化原料として有効に利用できる可能性を見

出した。 

 本技術では、古紙由来の糖類から C3 化合物を経由して、CO2 を固定して C4 化合物とし

てコハク酸が生成される。コハク酸の用途分野としては、現在最も注目されている生分解

性プラスチック原料用途やコハク酸の機能化学品としての生活関連用途分野そして工業分

野に於ける各種化学誘導品へのプラットフォーム（誘導品製造原料）としての用途がある。    

生分解性プラスチックも原料により性質が異なり、コハク酸を原料とするコハク酸系ポリ

エステルは、ポリエチレン（ＰＥ）やポリプロピレン（ＰＰ）に似た柔らかさと伸びがあ
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り、汎用プラスチックで用いられる生計加工法で成形できる特徴がある。また、コハク酸

から現在は石油リファイナリーで生産されている各種の市場規模の大きな汎用化学製品を

製造することができることが認められた。さらに、RITE 菌のよるバイオリファイナリーへ

のバイオ変換技術の適用について検討した。 

 コハク酸生産に関する特許について調査を行った。工業生産されているバイオ合成法有

機酸は、乳酸、アミノ酸等のごく一部に限られている。コハク酸バイオ合成法に関する特

許は、反応条件特定と組換え微生物によるコハク酸生成反応技術、そしてコハク酸塩水溶

液からのコハク酸分離と精製技術に分けられる。これらの特許をまとめることで、今後の

開発の参考とした。 
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５．２ 今後の課題  

 

以上の研究結果をもとに平成１5 年度以降に実施すべき課題について以下にまとめる。  

 

5.2.1 古紙等から糖類を生産する技術の開発 

今後、古紙等から糖類を生産する技術の実用化を目標とするには、糖化プロセスでのコ

ストを現在の 1/10 程度に低下させ、糖化率 90％を達成させなければならない。  

その方策として、１４年度までに検討した成果をもとに、古紙等分解を担う微生物及び

酵素の探索と解析、及び該微生物及び酵素機能の高度利用による分解工程の基礎的構築を

行う。 

古紙糖化に適した酵素の選択においては、糖化効率を向上するために、相乗効果が見ら

れた、古紙分解酵素生産微生物のセルラーゼや市販のセルラーゼの組み合わせ条件を検討

する必要がある。さらに、古紙の糖化利用性を高めるために、好アルカリ性菌 Aeromonas の

セルラーゼの分子生物学的手法による改変とクロストリジューム属微生物が産生する一群

のセルロソーム酵素などの利用に関する検討が重要である。  

また、上記微生物及び酵素機能の高度利用による分解工程の基礎的構築に関して、古紙

の糖化プロセスと、生成した糖類の分離精製プロセスを組合せた連続的プロセスの構築が

必要である。具体的には、ベンチスケールでの反応、微生物の培養、試料の濃縮等を検討

する。また糖類を限外濾過膜などにより反応液から取り出す技術の検討を行う。  
さらに、これらの開発は、実用化を目指しているため、コスト試算やスケールアップも

念頭に置いた研究が必要である。 
 

5.2.2 バイオコンバージョン技術の開発  

コリネ型細菌の機能を利用して、糖類及び二酸化炭素から有機酸等を製造する技術を開

発する。 

糖類と二酸化炭素から有機酸等を生産する基本技術の開発においては、コリネ型細菌の

ゲノム解析、ＤＮＡチップ解析、およびプロテオミクス解析により、主に嫌気条件下にお

ける生育制御に関する基礎技術の確立を図る。また、コリネ型細菌の嫌気性条件下にお

ける糖類取り込み反応、および有機酸生成反応を強化するために、ゲノム解析、ＤＮＡチ

ップ解析、およびプロテオミクス解析の結果を基にして、糖類からのエネルギー生成の高

効率化を遺伝子レベルでの改良によって図る。さらに、糖類から有機酸を生成する主要代

謝系酵素の高発現技術によって、炭酸イオンの組み込み反応の強化を図る。 

さらに遺伝子レベルで改良したコリネ型微生物の高密度培養技術、および有機酸生成技

術の確立を図る。また、実用化を目指し連続的な有用物質反応技術の確立、およびその反

応で生成した有用物質の分離回収技術の検討を行う。 
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5.2.3 有機酸等の生産技術の検討  

実験室レベルでの実用化に向けたのデータ取得は重要である。 そのデータとしては、

以下が必要と考えられる。 

(1) 古紙糖化液からの有機酸生産試験  

糖化技術とバイオコンバージョン技術を連続させるプロセスの検討のために、実際の古

紙から前処理、糖化、糖液分離などを経て糖類を製造するプロセスの高効率化を目的とし

て、数種の古紙糖化液を作成し、有機酸生産試験に供する。  

(2) 糖液前処理試験  

糖液濃度、残存固体量および微量不純物等を調整し、有機酸等連続製造に最適な古紙糖

化液の調整を検討する。  

(3) 有機酸連続生産試験  

古紙糖化液を原料として有機酸連続生産試験を行う。連続生産条件の最適化、スケール

アップ などが主な研究課題となる。  

(4) 有機酸生成技術開発  

省エネルギー型有機酸分離精製プロセス技術開発を行う。  

 

5.2.4 有機酸、古紙の動向調査  

(1) 回収古紙に関する調査  

本事業で想定している上質古紙関して、古紙の回収ルート、想定される価格、利用可能

量について、最新の情報に関する調査を行う。  

(2) 有機酸の動向調査  

糖化から有機酸生産に至る製造プロセスをイメージし、得られる有機酸等の製造コス  

トを試算する。併せて本事業を構成する古紙の化学原料への転換と二酸化炭素の固定化が

CO2 排出抑制に与える寄与度をＬＣＩ（Life Cycle Inventory）の考え方も取り入れて定量的

に評価する必要がある。  

 

以上  
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